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日  時：令和 1年 11月 6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「奉仕の理想」 

四つのテスト 

お客様の紹介               遠藤常臣会長 

成瀬 大輔様 東京国立白うめ RC 

國弘 明義様  〃  

ご挨拶 東京国立白うめ RC   

成瀬様：新会員の國弘会員

は児童養護施設 成長の家

神の国寮の施設長をされて

います。今年度白うめＲＣ

が地区補助金プロジェクトで施設に寄贈をさせていた

だいた関係でご入会いただきました。 

國弘様：福祉会館の裏側に昭和 41 年から施設をつく

らせていただいています。元々は赤坂で戦災孤児を収

容したことから始まっております。子供たちが国立と

いう町で育てていただいておりますので、今回ロータ

リーの皆さんのお仲間で、少しでも地域の子育ての支

援や、9 日の天皇陛下御即位の国民祭典のお手伝いも

しておりまして、それら含めて日本の国に誇りを持て

るような子供たちを育てていきたいと思っておりま

す。今後ともご指導よろしくお願いいたします。 

 

 

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 

●11 月のロータリーレートは１ドル 108 円です。 

●第 43 回塞の神どんど焼き 実行委員会 

 日時 11 月 14 日（木）19 時 

 場所 谷保天満宮 社務所 

 出席 前年度 本間実行委員長・北島清高事務局長 

    今年度 遠藤久社会奉仕委員長 

委員長報告                   

●遠藤久社会奉仕委員長 市民祭では早朝準備、また

パレード参加・ブースでのアピール活動に、一日お疲

れ様でした。ゆずジュースも 300杯くらいが出ました。

多くの方が来ていただけたと思います。ポリオの募金

は 14,934 円でした。詳細は改めてご報告いたします。 

●長嶋職業奉仕委員長 先日の稲刈り体験は晴天に恵

まれ、例会も楽しい雰囲気の中で終える事ができ、多

数のご参加ありがとうございました。今週の会報の中

で木島会員の文章に全て書いていただきました。お米

は 20日の例会でお届けできると思います。 

 今月 1日に地区の職業奉仕セミナーに参加しました。

淺田ガバナーからは御出身の金沢の兼六園の雪つりの

講演が素晴しかったです。職業奉仕を考えるパネルデ

ィスカッションもありました。セミナーの冊子にご興

味のある方はご覧ください。 

●川向会員増強委員長 11 月 12 日(火)20 時よりレッ
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ドトップで行う交流会の会費は 2,000 円です。ご参加

お願いします。 

●本多親睦活動委員長 スポーツ例会の収支報告書を

配布しました。ご確認ください。年忘れ家族例会は 12

月 18日（水）パレスホテルで 18時からとなりました。

多くの方の参加をしていただき親睦メンバーを応援し

てください。詳細は後日ご案内をします。 

●北島清高青少年奉仕委員長 2017-18 年度に来日し

ていたインさんがご両親と 11 月後半に来日します。

当時のホストファミリーで歓迎会をする事となりまし

た。23日に千丑茶屋です。参加していただける方はご

連絡ください。 

クラブフォーラム 

理事会報告              遠藤常臣会長 

●スポーツ例会の収支報告 親睦活動委員長より報告

済み 

●年忘れ家族例会 親睦活動委員長より報告済み 

●年忘れ家族例会でお祝いをする慶事の方を紹介しま

す。傘寿(数え 80歳)=五十嵐会員、喜寿(数え 77歳) 

=秋廣会員・喜連紘子会員・近藤会員、古希（数え 70

歳）=山崎会員・長嶋会員、金婚式=小川会員・秋廣

会員、還暦=青木会員・遠藤久会員。  

●新入会員とベテラン会員の交流会 会員増強委員長

より報告済み 

●クラブ事務所前の看板設置について 広報･IT 委員

会で、事務所シャッター前に幕を設置いたします。 

●地区クラブ代表者会議、11 月 25 日（月）開催され

ます。遠藤会長が出席いたします。 

●次々々年度会長候補を指名する指名委員階の委員を

発表。会長(遠藤常臣)・幹事(喜連紘子)・会長エレクト

(山崎義晴)・副幹事(遠藤久)・会長経験者(岡本正伸・

喜連元昭)・幹事経験者(寺澤武・本間康彦)・5 年以上

在籍者(北島正典)・5年未満在籍者(関俊之)。例会後に

委員の中から指名委員長を決定するための会議を開き

ます。お残りください。 

●11 月のクリーン多摩川は先日の豪雨により河川敷

が使用できないために中止となりました。 

１１月の誕生祝い        本多親睦活動委員長 

会員誕生月 

杉田和男会員（28 日）  

内山健治会員（24 日） 

夫人誕生月 

秋廣道郎会員夫人・康子様 

北島正典会員夫人・緑様 

ニコニコＢＯＸ            親睦活動委員 

●遠藤常臣会長 11月になり朝夕大分冷える様にな 

 

 

 

 

 

 

 

 

     11月誕生月の杉田会員・内山会員 

ってきました。我家のホウレン草もスクスクと育って

いる様で良い景色(ﾅｶﾞﾒ)で、美味しいホウレン草が食

べられそうです。白うめロータリーの成瀬幹事・國弘

様歓迎致します。 

●喜連紘子幹事 やっと生きやすい気候になりました。

これから頑張ります。東京国立白うめＲＣの成瀬様・

國弘様のご来会を歓迎します。 

●杉田会員 今月、誕生月です。お祝いして頂いてあ

りがとうございます。又、今月は結婚記念月でもあり

ます。今後共、宜しくお願いします。又、市民まつり

皆様ご苦労様でした。 

●内山会員 誕生日の御祝い、ありがとうございました。 

●秋廣会員 妻康子の誕生日のお祝い有難うございま

す。例年のことですが 11 月 15日から 12月 11日まで

は、同じ年です。9月末に積年の罪ほろぼしに結婚 50

周年を記念してウイーンに行ってきました。ウイーン

カラーということを初めて知りました。白うめの成瀬

さんの来訪を歓迎します。 

●北島正典会員 社会奉仕委員会の皆様、市民まつり

楽しませていただき、ありがとうございました。妻 緑

のお誕生日祝ありがとうございます。ニコニコさせて

いただきます。 

●北島清高会員 市民祭、おつかれ様でした。天気も

たいへん良く、久々にのんびりした市民祭でした。社

会奉仕委員の方、大変お世話になりました。 

●社会奉仕委員会(遠藤久会員・小川会員・青木会員・

寺澤会員・遠藤直孝会員・関俊之会員・本多会員・井

田会員・小松会員) 11 月 4 日の市民祭りでは、お天

気に恵まれ多くの市民の方に来ていただきました。皆

様のご協力のおかげだと思っております。本当に有難

うございました。 

＊ニコニコ BOX合計 47,000 円 累計 819,000 円 

出席報告          遠藤直孝出席奨励委員長 

  １１月 ６日 在籍５０名中 出席３７名    

  前々回 (10月 23日) 出席率 93.48％ 

閉会点鐘                遠藤常臣会長 
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今年は台風や雨が続く災害も多く、市民まつり

も天候が心配されたが当日は晴天。ロータリージ

ャンパーを着用していると汗ばむくらいの陽気と

なり、市民の熱気と共に開催が成された。当クラ

ブは黄色いジャンパーに身を包み、少年少女の音

楽隊の後ろで心踊るテンポに合わせパレードを行

った。パレードに初参加する会員も少数おり、大

学通りを工事建設中の国立駅駅舎を見ながら仲間

達と闊歩する事による国立への地元愛を感じたの

ではないでしょうか。 

パレード参加後は 11時から大学通りの緑地帯に

設置されたテント内で例会（第 2430回）を開催。

50回目の市民まつりを快晴にて迎える「THE・晴

れ男遠藤会長」の挨拶にて点鐘が大学通りに鳴り

響いた。 

今回は『谷保産・ゆずジュース』を無料にて奉

仕提供。冷たいゆずジュースはもちろん地元高齢

者をいたわるホットなゆずジュースでロータリー

ブースを訪れた方は『ホッと』一息。ゆずの栄養

素が明日からのエネルギーになったのではないで

しょうか。 

天候にも恵まれた今回の市民まつり。多くの方

からの声援のもと、ブース内での「ポリオ撲滅」

の展示・資料などもロータリークラブの存在を知

っていただけたものと思います。今後も地道な活

動を通して社会貢献をしていく使命を果たして参

りましょう。担当された社会奉仕委員会の方、ほ

か活躍された会員の皆さん、ご苦労さまでした。 

（会報委員：小沢国寛） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ゆずジュース”を飲みながら休憩する市民の方々には 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長・幹事を中心にパレードに参加 

 

 

 

 

 

 

 

パレードの参加者で集合 

 

 

 

 

 

 

 

 

例会はテントの中で行われた 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロータリーの活動の説明も聞いていただけました 

第 2430 回例会報告 

回例会報告 


