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日  時：令和 1年 10月 2日（水）  

会  場：例会場   

司  会 :ＳＡＡ             小澤崇文委員長 

開会点鐘                   遠藤常臣会長 

斉  唱：国歌斉唱 

ロータリーソング「それでこそロータリー」 

四つのテスト 

お客様の紹介               遠藤常臣会長 

岡部直士様 東京立川ＲＣ 

会長報告              遠藤常臣会長 

本日はありません 

幹事報告                  喜連紘子幹事 

●ポリオ撲滅支援企業の募集 

 募集期間 １０月１日～１２月３１日まで 

 支援内容 １口５万円の寄付 

●多摩中グループ歴代会 

 日時 11 月 20 日（水）18 時 30 分 

 場所 立川グランドホテル 

 出席 津戸最会員・小川会員・村上会員・山崎会員 

●2020-21 年度 第１回多摩中グループ協議会      

 日時 12 月 9 日（月）18 時 30 分 

 場所 パレスホテル立川 

 出席 山崎会長エレクト・遠藤久副幹事 

●10 月のロータリーレートは 1 ドル 108 円です。 

委員長報告                   

●本多親睦活動委員長 9 日のスポーツ例会について 

 

 

例会時間には冷えますので上着をご持参ください。ケ 

ーブルカーに乗らずに下から歩く方はご連絡ください。

親睦活動委員の方は 30 分前の 1 時にケーブルカー乗

り場前に集合してください。 

●遠藤久社会奉仕委員長 11 月 4 日のくにたち秋の

市民まつりのご案内を配布しました。9時 30分集合で

パレードに参加。クラブテントでは無料休憩所を開設

してゆずジュースを無料提供します。クラブの広報を

掲示し、ポリオ撲滅募金箱の設置。会員用のスペース

も用意します。クラブジャンパーを着用。 

●北島清高青少年奉仕委員長 第 2 回 PBG 学生短期

東京滞在支援 PJ の報告 現在参加表明しているのは

5 クラブ。その他に考慮中のクラブ・個人参加などで

す。パラオ･ミクロネシアからの 4 名は確定、グアム･

サイパンは調整中。受入は 2020 年 5 月です。その他

詳細は北島・三田までお尋ねください。 

●青木クラブ会報委員長 本日配布の 9 号において、

今後の日程の日付の間違いがあります。修正をお願い

します。 

●川向会員増強委員長 11/12(火)20時より 22 時、レ

ッドトップにて入会 3年未満の会員と増強委員との懇

親会を行います。その他会員の方も参加していただけ

ます。 

●関重寿 50周年総務財務委員長 創立 50周年の記念

誌ができあがりましたので収支報告をいたします。収

入予算 13,145,000 に対し 13,640,236 円でした。小澤実
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行委員長の過分なるご奉仕のお陰です。有難うござい

ます。支出予算 13,050,000 に対し 12,890,280 円でし

た。収支の残高は 749,956 円ありました。皆様のお陰

で、赤字にならずに創立 50 周年記念式典が盛大に出

来ましたことをご報告いたします。詳細をご覧になり

たい方は事務局で確認してください。 

クラブフォーラム 

理事会報告              遠藤常臣会長 

●くにたち秋の市民まつりについて  

社会奉仕委員長より報告済み 

●ランドセルカバーについて 今年度は1枚当たり 30

円の値上げとなりましたが、例年どおり 550枚を作製

いたします。 

●カンボジア教師育成支援 PJ 今年度はグローバル

補助金を使用し、今年から 3 年間のプロジェクトとな

ります。当クラブは 1 口 10 万円の参加をいたします。

しかし、補助金がおりなければ中止となるそうです。 

●規定審議委員会の委員の決定 7 名の委員は、遠藤

常臣(会長)･喜連紘子(幹事)･喜連元昭(直前会長)･山崎

義晴(会長エレクト)･秋廣道郎(パスト会長)･岡本正伸

(パスト会長)･木島常明(前委員長)にお願いします。 

●メイクアップに関するアンケート結果 ①同年度内

(定款どおり)13 名、②例会の前後 14日間(これまでど

おり)13 名、③例会の前後 28 日間 17 名、④その他 5

名。細則の変更は規定審議委員会で審議し、理事会の

議決後、例会で採決をしてからの変更となります。 

●事務管理のコンピュータ化を検討しています。 

１０月の誕生祝い        本多親睦活動委員長 

会員誕生月 

五十嵐一典会員（27日）  

寺澤  武会員（15日） 

千葉 伸也会員（27日） 

本多 鋼治会員（27日）   

小沢 国寛会員（28日） 

藤村 典史会員（2 日） 

夫人誕生月 

五十嵐一典会員夫人・啓子様 

時田千弘会員夫人・陽代様 

杉田和男会員夫人・伸子様 

遠藤直孝会員夫人・直子様 

ニコニコＢＯＸ            井田親睦活動委員 

●岡部直士様(東京立川 RC) いつもお世話になりま

す。本日はメークアップと山崎会長エレクトのごきげ

ん伺いをしに参りました。 

●遠藤常臣会長 10月になったとはいえ、まだまだ暑

い日が続いております。皆様いかがお過ごしですか？  

▲10月誕生月の寺澤会員・五十嵐会員・本多会員・ 

千葉会員・小沢国寛会員 

立川ロータリー岡部様御来訪歓迎致します。 

●喜連紘子幹事 10 月 9 日ハイキングの日に 25℃以

下になることを祈ってニコニコします。立川 RC 岡部

様ようこそお越し下さいました。 

●津戸最会員 去る 9/25 の当宮例大祭に当り、国立

RC 代表の方に御参列下され有難うございました。今

日は立川 RC の岡部様の御来会を歓迎いたします。 

●五十嵐会員 誕生日祝ありがとうございます。本日ご

来会の岡部さんは私の青春時代から今日までお世話に

なっております。ご来会を心よりご歓迎申し上げます。 

●時田会員 先日の国立市民ゴルフ大会好天に恵まれ

120 名参加大盛会で終了する事が出来ました。有難う

ございました。又家内の誕生日忘れておりました。感

謝です。 

●杉田会員 有賀十ご座居〼。おかげ様で元気に過ご

しています。今後共宜しくお願いします。 

●山崎会員 立川ロータリークラブの岡部直士さん、

当クラブへようこそ。 

●寺澤会員 誕生日のお祝い、ありがとうございます。

定年まであと 2 年頑張ります。立川 RC 岡部様ご来訪

歓迎致します。 

●遠藤直孝会員 妻の誕生日プレゼントありがとうご

ざいます。 

●千葉会員 バースデープレゼントありがとうござい

ます。まだいただいておりませんが楽しみにしており

ます。 

●本多会員 誕生日記念品ありがとうございます。 

●小沢国寛会員 今月 28 日で 36 才になります。セン

パイ方の約半分のトシでございますが国立ロータリー

100周年を迎えられるのは私だけかと思います！笑!よ

ろしくお願い致します！ 

＊ニコニコ BOX合計 49,000 円 累計 630,000 円 

出席報告             岡田出席奨励委員 

  10月 ２日 在籍 50 名中 出席 42 名    

  前々々回 (9月 11日) 出席率 95.74％ 

前々回 (9月 18 日) 出席率 97.82％ 

閉会点鐘                遠藤常臣会長 
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温度 25℃、湿度 33％、無風快晴。今年度スポーツ家

族例会は 10 月 9 日（水）13 時半に高尾山ケーブルカ

ー清滝駅集合の「高尾山ハイキング」として開催され

た。参加 27名で、ご家族の参加がなかったのは残念だ

ったが、企画メンバーの祈り実って素晴らしい天候の

元での実施であった。この秋初めての清々しい日和で

はなかったか。 

登山組のうち 2 名は麓からの登山、残りはケーブル

よりも自然に接することが多かろうとリフトに揺られ

て標高差 260 メートルを 15 分弱。その後薬王院に寄

ってお祈りを済ませ高尾山頂へ。リフトを降りてから

山頂までは高度差 140ｍ、僅か 1 時間弱の道のりでは

あったが、普段運動不足の向きにはきつい山登りであ

った。とは言え「駄目だったら途中で止めるつもりだ

ったのに大丈夫だった」「○○十年ぶりに山頂まで登

った」と一人の落伍者もなく全員完走できた喜びは大

きかった。 

海抜 599ｍの頂上での眺めは素晴らしく、スカイツ

リーはもとより、都心全体を見晴らすことが出来た。

江ノ島も見えるそうだが,残念ながら木々の生長のた

め葉の落ちた冬でないと駄目なのだろう。丹沢山塊を

従えた富士山は当然見えるのだろうがそれを見損なっ

てしまったのはちょっと心残りなことである。 

楽しみながら休憩をとった後写真撮影をし、思い思

いのルートを通って例会へと下山を始めたが、メンバ

ーの一部は「高尾ビジターセンター」に立ち寄って、

いろいろな説明を受け高尾山の自然の豊かさを再認識

させられたようだ。 

16時、例会場の「高尾山ビアマウント」には例会・

懇親会のみの参加者 9 名が駆けつけた。飲み物、食事

と堪能したのは勿論だが、ここからの眺めは夕刻にな

ってさらに素晴らしさを増し、都心越えに、うっすら

とではあったが遠くに筑波山、赤城山そして多分浅間

山らしき山も見ることが出来た。日がどっぷりと落ち

てからの夜景はまた勿論格別であった。もう 1 時間遅

ければ夜景はもっと見事だったのだろう。筑波山など

遠く山々は見えなくなっていただろうが・・・。 

例年のスポーツ例会にもまして、後日筋肉痛に悩ま

された方も多かったかも知れないが、天候に非常に恵

まれた素晴らしい例会だったことをあらためて申し添

えておく。（木島常明：クラブ会報委員） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

登山組の 16 名 高尾山頂にて 

 

 

 

 

 

 

 

 

リフトで山麓駅から山上駅まで    薬王院 

 

 

 

 

 

 

やっと頂上に着いた！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山頂からの眺め 
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ニコニコＢＯＸ           本多親睦活動委員長 

●遠藤常臣会長 30年ぶりの高尾山、大いに楽しませ

て頂きました。本多委員長初め親睦委員の皆さん、御

苦労様です。 

●喜連紘子幹事 さわやかな秋空の下、楽しく歩くこ

とが出来ました。親睦活動委員会・ＳＡＡ委員会の皆

様に感謝！感謝！です。 

●吉野会員・小川会員・内山会員・木島会員・近藤会

員・佐伯会員・秋山会員 久し振りに高尾山、楽しま

せて頂きました。親睦委員会ご苦労様です。 

●小澤谷守会員 親睦委員会の皆様、お世話になりま

す。久々に階段をいっぱい歩いて疲れました。いい運

動になってスポーツ例会らしくて良かったです。 

●山崎会員 秋晴れの中、高尾山・スポーツ例会楽し

ませてもらいます。親睦委員会の皆様ごくろうさま。 

●本間会員 本日は親睦委員会及びＳＡＡ委員会、高

尾山のバイキング例会ご苦労様です。１日楽しみまし

ょう。登山さぼってごめんなさい。 

●遠藤直孝会員・北島正典会員・岡田会員 高尾山ス

ポーツ例会おつかれ様でした。親睦活動委員会のみな

様お世話になります。（遠藤・北島）年甲斐もなく下か

ら歩いてしまったので明日は筋肉痛で動けないでしょ

う。 

●遠藤久会員 おかげ様で大望の初孫が産まれました。

女の子です。嬉しくてニコニコします。 

●ＳＡＡ会員会（小澤崇文会員・北島正典会員・長嶋

会員） 本日は遠くの例会場までありがとうございま

す。親睦委員会の皆様お世話になります。本日は大変

お疲れ様でした。 

＊ニコニコ BOX合計 49,000円 累計 679,000 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

懇親会：内山パスト会長の乾杯で開始 

 

 

 

 

 

 

 

高尾ビアマウントからの夜景 

 2019年 10月 14日（月・祝）テニスランド国立 

当クラブの参加者(三田会員・遠藤会長のお嬢さんお二人) 

遠藤よしみさんペア=2位 

細部あやさんペア=敗者復活戦リーグで 2 位 

 

 

 

 

 

 


