
■ロータリーマークを探そう！
・�上のマークのいずれかが付いているものをこのロータリーGO
マップを参考にして、探してください。もし、マークが付いて
いなくても、ロータリークラブの名前が付いていればそれだけ
でもだいじょうぶだよ。

・�マークが付いたものは、マップにのっている場所に必ずあるか
ら、がんばって探してね。

　�探す期間は、3月 15日（水）から 4月 10日（月）までの間だよ。
・�もしかしたら、皆さんの学校の中にもロータリーマークがあるか
もしれないけど、これは、マップには書かれていないのでダメだ
よ。それから、チラシなどの印刷したものやインターネットに出
てくるものもダメだよ。マップにのっているものだけだよ。

■ロータリーGOに参加する時は、次の注意を守ってね。
1.��小学生以下の皆さんは、一人やお友達と一緒に探さないで、
必ず大人の方と一緒に探してください。

2.��立ち入り禁止の場所には絶対に入らないでください。
3.��交通事故に気を付けて、周りの人に迷惑にならない等に気を
付けてください。

4.��歩きながらロータリーGOマップを見ているとキケンなので、
マップを見る時は必ず、立ち止まって見てください。

■ロータリーGOの応募の仕方。
・�見つけたら、そのものに付いているロータリーマークと一緒に
写っている写真を撮ってね。応募の仕方は、ロータリーのホーム
ページ（https://rid2750.org）を見てね。必ず、写真も送って
ね。わからない時は、大人の人に手伝ってもらってください。

・�必ず 4月 10日（月）までに応募してね。4月 11日（火）に抽
選を行ないます。

・�応募者の中から抽選で、2人 1組で 30組の方を「宇宙イベント」
にご招待します。

・�「宇宙イベント」は、5 月 20 日（土）の午後に開催します。�
「宇宙イベント」のくわしい内容は、当選した方に直接ご案内
させていただきます。

・�残念ながら抽選にはずれた方には、参加賞をお送りします。
・�どんどん応募してね！

GOGO
マップマップ

ロータリーGOは、「ロータリーGOマップ」を使って、
マップに載っているロータリーマークの付いたもの

（公園のベンチ、すべり台などの遊具、駅の時計、植樹した樹木）
を探すゲームです♪

主催：国際ロータリー第 2750地区公共イメージ委員会
共催：�国際ロータリー第2750地区奨学・学友・VTT委員会、

ロータリーファミリー支援委員会

1・�誇りのシンボル�
（歯車）のみ

2・�ロータリーマーク�
（Rotaryの文字と歯車）

このマークを探そう！

開催期間：3月 15日（水）〜4月 10日（月）
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⑩  日本橋架橋百周年記念　
日本橋船着き場「門扉」

場　所：日本橋川「滝の広場」船着き場
住　所：中央区日本橋1-9
ヒント：�日本橋のたもと「滝の広場」か

ら船着き場に入る門扉の右下
クラブ：�東京日本橋RC・東京日本橋東RC�

東京日本橋西RC・東京シティ日本橋RC

①  はぐれっ子像 
（銀座地区案内ボード）

場　所：中央区立数寄屋橋公園

住　所：中央区銀座4丁目

ヒント：数寄屋橋交番前

クラブ：東京銀座RC

⑲ 御影石のベンチ
場　所：憩いのスポット

住　所：芝増上寺の山門の向こう側

ヒント：両歩道に2個ずつ

クラブ：東京芝RC

㉒ 坂本龍馬銅像
場　所：品川区立会川北浜川児童遊園

住　所：品川区東大井2-25-22

ヒント：�立会川駅近く、�
品川区立北浜川児童遊園

クラブ：東京京浜RC

㉑  植栽及びメンテナンス
費用

場　所：JR新橋駅汐留口広場
住　所：港区新橋2丁目 17
ヒント：�JR新橋駅とゆりかもめ新橋駅の

間、ゆりかもめ駅入り口階段右横
クラブ：東京新橋RC

㉔ 時計塔
場　所：代々木公園

住　所：渋谷区代々木神園町2-1

ヒント：代々木公園原宿門付近

クラブ：東京西RC

㉖  来街者及び一般市民に向けた一
時避難場所の方向を示すモニュ
メント「ARROW TREE」。

場　所：�「シブヤ・アロープロジェクト（渋谷
区来街者の帰宅困難者対策事業）」

住　所：渋谷区渋谷1丁目 23
ヒント：�渋谷キャスト敷地内の明治通りに

面する場所。地図参照のこと。
クラブ：東京渋谷RC

㉘ ブロンズ像「夢見る頃」
場　所：大田区嶺町特別出張所

住　所：大田区田園調布本町7-1

ヒント：

クラブ：東京田園調布RC

㉚ しだれ梅（紅白一対）
場　所：大田区役所

住　所：大田区蒲田5-13-14

ヒント：大田区役所の玄関

クラブ：東京田園調布RC

㉜ 旧三町顕彰の碑
場　所：京浜急行「天空橋」駅前

住　所：大田区羽田空港1丁目

ヒント：駅前ロータリーの歩道

クラブ：東京羽田RC

㉞ 時計塔
場　所：蒲田駅東口アプリコ広場

住　所：大田区蒲田1-37-3

ヒント：�大田区民ホールアプリコ�
正面入口の近く

クラブ：東京蒲田RC

⑪ モニワザクラ
場　所：浜町公園内
住　所：中央区日本橋浜町2-59-1
ヒント：�浜町公園運動場前の緑地帯に�

立て看板あり
クラブ：�東京日本橋RC・東京日本橋東RC�

東京日本橋西RC�
東京シティ日本橋RC

② ポール時計
場　所：銀座通り

住　所：中央区銀座3丁目

ヒント：銀座松屋前

クラブ：東京銀座RC

⑳  幕末に日本人の漂流漁民を伊豆諸
島沖で救ったニューヨークの捕鯨
船・マンハッタン号の救助の碑

場　所：竹芝桟橋
住　所：�港区海岸 1-16-1�

竹芝客船ターミナル
ヒント：�竹芝客船ターミナル 1階外、�

上りエスカレーターの左脇
クラブ：�記念碑は東京南RC・東京RC�

東京芝RCの 3クラブ合同で寄贈

㉓ 掲示板 遊具
場　所：ぷりすくーる西五反田

住　所：品川区西五反田3丁目 9-9

ヒント：品川区西五反田目黒川沿い

クラブ：東京品川RC

㉕ 「平和の鐘」
場　所：渋谷区役所

住　所：渋谷区宇田川町1-1

ヒント：渋谷区総合庁舎前庭

クラブ：東京渋谷RC

㉗  桜の木「神
ジンダイアケボノ

代曙」植樹
場　所：�目黒パーシモンホール前「目黒

区民キャンパス公園」内敷地
住　所：目黒区八雲1丁目 1-12
ヒント：�入り口から続く道沿い、左側の

植え込み内
クラブ：東京自由が丘RC

㉙ モニュメント「展」
場　所：大田区多摩川台公園

住　所：大田区田園調布1-63-1

ヒント：多摩川台公園内

クラブ：東京田園調布RC

㉛ 時計塔
場　所：大田区多摩川台公園

住　所：大田区田園調布1-63-1

ヒント：多摩川台公園内

クラブ：東京田園調布RC

㉝ ソメイヨシノ（8 本）
場　所：大田区蒲田呑川沿い

住　所：大田区蒲田1-30

ヒント：呑川沿い（蒲田小学校の前あたり）

クラブ：東京蒲田RC

㉟ 安全告知看板
場　所：�JR蒲田駅西口、東口、区役所本町前の�

自転車駐車場
住　所：�「JR蒲田駅西口自転車駐車場」�

大田区西蒲田 8丁目 1番先�
「JR蒲田駅東口自転車駐車場」�
大田区蒲田 5丁目 12番先�
「区役所本庁舎前自転車駐車場」�
大田区蒲田 5丁目 40番

ヒント：�JR蒲田駅「西口自転車駐車場」「東口自転車駐車場」
「区役所本町前自転車駐車場駐輪場」入口壁面

クラブ：東京蒲田RC

㊱ 四つのテスト記載看板
場　所：成城ゴルフ

住　所：世田谷区成城8-18-34

ヒント：�ゴルフ練習場脇フェンス道路側
に設置

クラブ：東京成城RC

㊲ 日時計
場　所：東京都立砧公園

住　所：�世田谷区砧公園・大蔵一丁目�
岡本一丁目

ヒント：芝生広場の世田谷美術館寄り

クラブ：東京世田谷RC

⑫ 福徳神社由緒看板
場　所：福徳神社境内
住　所：中央区日本橋室町2-4-14
ヒント：福徳神社境内左側
クラブ：�東京日本橋RC・東京日本橋東RC�

東京日本橋西RC�
東京シティ日本橋RC

③  花壇に草花を寄贈 
（継続事業として 2013 年より
毎年行っている）

場　所：中央区立築地川銀座公園

住　所：中央区築地1丁目

ヒント：公園の花壇

クラブ：東京銀座RC

㊳ インターアクト看板
場　所：等々力駅前マンション

住　所：世田谷区等々力2-32-14

ヒント：ビル正面から確認可能

クラブ：東京世田谷南RC

④ 可搬ポンプ積載車
場　所：京橋消防署

住　所：中央区京橋3丁目

ヒント：

クラブ：東京銀座RC

⑤ 植樹（ボタン）
場　所：中央区立数寄屋橋公園

住　所：中央区銀座4丁目 1-2

ヒント：西銀座チャンスセンター右となり

クラブ：東京銀座新RC

⑬ 親柱
場　所：薬祖神社の門柱
住　所：中央区日本橋室町2-5-8
ヒント：�福徳神社の横の広場内にあり、

右側の門柱（親柱）にクラブ名
あり

クラブ：�東京日本橋RC�
東京日本橋東RC

⑥ 植樹（ボタン・ハナモモ）
場　所：中央区立数寄屋橋公園

住　所：中央区銀座4丁目 1-2

ヒント：西銀座チャンスセンター右となり

クラブ：東京銀座新RC

㊴ 世田谷南RCネームプレート
場　所：玉川区民会館せせらぎホール

住　所：世田谷区等々力3-4-1

ヒント：1階玄関内

クラブ：東京世田谷南RC

⑭ 薬の記念碑
場　所：日本橋室町歩道の上
住　所：中央区日本橋室町2-1-7
ヒント：武田グローバル本社前歩道
クラブ：�東京日本橋RC・東京日本橋東RC�

東京日本橋西RC・東京山王RC�
東京シティ日本橋RC

⑦ 植樹（ボタン・ハナモモ）
場　所：中央区立築地川銀座公園

住　所：中央区築地1-13-20

ヒント：中央区立築地川銀座公園外周部

クラブ：東京銀座新RC

㊶ ベンチ
場　所：世田谷区二子玉川公園

住　所：世田谷区玉川1-16-1

ヒント：東側植込み地

クラブ：東京世田谷南RC

㊵ イラストマップ
場　所：東急世田谷線三軒茶屋駅

住　所：世田谷区

ヒント：三軒茶屋駅

クラブ：東京世田谷南RC

⑯ 長椅子
場　所：薬研堀不動院

住　所：中央区東日本橋2-6-8

ヒント：薬研堀不動院の境内

クラブ：東京日本橋東RC

⑮ 季節の花
場　所：中央通り沿い花壇（花植え）

住　所：中央区日本橋室町2-1-1

ヒント：�三井タワー 1F�
千疋屋前の花壇（立て看板あり）

クラブ：東京日本橋RC

⑧ 時計塔
場　所：中央区立築地川公園

住　所：中央区明石町10-2

ヒント：�築地本願寺裏にある築地川公園
の中央付近

クラブ：東京築地RC

㊷  ベンチ 
( ロータリーの椅子 )

場　所：世田谷区立二子玉川公園

住　所：世田谷区玉川1-16-1

ヒント：東側園路

クラブ：東京世田谷南RC

⑰ 時計塔
場　所：赤坂見附駅前

住　所：港区赤坂三丁目1番先

ヒント：�赤坂見附交番前の広場�
( 赤坂ミューズパーク )

クラブ：東京赤坂RC

⑨ 花壇用草花の植栽
場　所：中央区立あかつき公園

住　所：中央区築地7-19-1

ヒント：�あかつき公園中央部の築地児童
館近く

クラブ：東京築地RC

㊸ 桜（ソメイヨシノ）4 本
場　所：世田谷区立二子玉川公園

住　所：世田谷区玉川1-16-1

ヒント：東側植込み地

クラブ：東京世田谷南RC

⑱ ベンチ ( ヒップバー )
場　所：赤坂見附駅前

住　所：港区赤坂三丁目2番先

ヒント：赤坂見附駅ビックカメラ前

クラブ：東京赤坂RC
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① しだれ桜（植樹）
場　所：井の頭恩賜公園

住　所：武蔵野市御殿山1-18-31

ヒント：七位橋付近ボート乗り場前

クラブ：東京井の頭RC

② ソメイヨシノ（植樹）
場　所：井の頭恩賜公園

住　所：武蔵野市御殿山1-18-31

ヒント：井の頭公園西園グランドそば

クラブ：東京井の頭RC

③  ソメイヨシノ・しだれ桜
（植樹）

場　所：�三鷹SUBARU総合スポーツセンター
住　所：三鷹市新川6-37-1
ヒント：�1 階エントランス前、屋上グラ

ウンド建物入り口前
クラブ：東京井の頭RC

④ 太陽電池付き電波時計
場　所：調布駅広場

住　所：調布市布田4丁目

ヒント：調布駅広場

クラブ：東京調布むらさきRC

⑤ 枝垂れ紅梅
場　所：布多天神社

住　所：調布市調布ヶ丘1-8-1

ヒント：布多天神社

クラブ：東京調布むらさきRC

⑥ ブロンズ像「風香」
場　所：調布市文化会館　たづくり

住　所：調布市小島町2-33-1

ヒント：

クラブ：東京調布むらさきRC

⑦ ブロンズ像「指音」
場　所：調布市文化会館　たづくり

住　所：調布市小島町2-33-1

ヒント：1階ロビー南側

クラブ：東京調布RC

⑧ 石碑「万葉の歌碑」
場　所：多摩川河畔

住　所：調布市多摩川5-37-1

ヒント：

クラブ：東京調布RC

⑨ 植樹「アオダモ」
場　所：布多天神社

住　所：調布市調布ヶ丘1-8-1

ヒント：本社南側

クラブ：東京調布RC

⑩ しだれ桜
場　所：狛江駅北口ロータリー

住　所：狛江市元和泉1丁目 3

ヒント：狛江駅北口ロータリーの真中

クラブ：東京たまがわRC

⑪ 桜苗木の植樹
場　所：JR武蔵小金井北口ロータリー

住　所：小金井市本町5丁目

ヒント：武蔵小金井駅北口前

クラブ：東京小金井さくらRC

⑫ デジタル時計
場　所：武蔵小金井駅

住　所：小金井市本町6丁目

ヒント：コンコース内

クラブ：東京小金井RC

⑬ 時計
場　所：東小金井駅

住　所：小金井市梶野町5丁目

ヒント：北口ロータリー

クラブ：東京小金井RC

⑭ 時計
場　所：�府中駅南口 2階ペデストリアン

デッキ
住　所：府中市宮町1-1-10 付近
ヒント：�ペデストリアンデッキの 2階に

大きな時計があります
クラブ：東京武蔵府中RC

⑳ バス停上屋
場　所：武蔵野台駅
住　所：府中市白糸台4丁目
ヒント：�京王線武蔵野台駅南口ロータ

リーのバス停の柱 3カ所に記載
があります

クラブ：東京府中RC

㉖  時計塔 
（七重の塔モニュメント）

場　所：国分寺駅北口広場（ロータリー）

住　所：国分寺市本町3丁目地内

ヒント：国分寺駅北口駅前広場正面

クラブ：東京国分寺RC

⑮ エコタイル
場　所：府中駅ルシーニュ通路
住　所：府中市宮町1-1-10 周辺
ヒント：�ルシーニュと府中駅の間の通路にエ

コタイルを贈呈し貼って頂く。柱に
クラブ名等が掘ってあります。

クラブ：東京武蔵府中RC

㉑ 時計寄贈
場　所：国分寺駅コンコース
住　所：国分寺駅
ヒント：�国分寺駅 JR中央線改札出口付

近上部（国分寺北口〜南口自由
通路コンコース）

クラブ：東京国分寺RC

㉗ 遺構解説版
場　所：歴史公園史跡武蔵

住　所：国分寺市西元町2-1　

ヒント：鐘楼跡地

クラブ：東京武蔵国分寺RC

⑯ 桜の木（植樹）
場　所：大國魂神社境内

住　所：府中市宮町3丁目 1番地

ヒント：�大國魂神社境内、拝殿東側の水
神社の前にあります。

クラブ：東京武蔵府中RC

㉒ 防犯カメラ 8 台
場　所：国分寺駅北口駅前各所
住　所：国分寺駅北口駅前各所
ヒント：�西通り商店会街 2カ所、大学通り

東栄会街路灯 3カ所、本町 3丁目
東京電力電柱、国分寺北口駅前商
店会街路灯2カ所

クラブ：東京国分寺RC

㉘ 遺構解説版
場　所：姿見の池緑地

住　所：国分寺市西恋ヶ窪1-8

ヒント：姿見の池の前

クラブ：東京武蔵国分寺RC

㉟  時計塔 
（創立 50 周年記念）

場　所：町田市庁舎広場

住　所：町田市森野2-2-22

ヒント：町田市庁舎前の広場時計塔

クラブ：東京町田RC

⑰ 榊の木（植樹）
場　所：大國魂神社西参道境内

住　所：府中市宮町3丁目 1番地

ヒント：�大國魂神社西参道の門を入った
ところにあります。

クラブ：東京武蔵府中RC

㉓  植樹（司シルエット10本） 
案内立て看板

場　所：都立武蔵国分寺公園
住　所：国分寺市泉町2-1-1
ヒント：�都立武蔵国分寺公園（円形広場

内東側、国分寺駅側）
クラブ：東京国分寺RC

㉙ 壁画
場　所：国分寺緑地黒鐘公園

住　所：国分寺市西元町4-11

ヒント：歴史公園線路壁

クラブ：東京武蔵国分寺RC

㉝ 記念碑
場　所：稲城中央公園

住　所：稲城中央公園

ヒント：稲城中央公園合同グランド横

クラブ：東京稲城RC�

㊱ 掲示板
場　所：きらぼし銀行町田支店

住　所：町田市原町田6-14-14

ヒント：1階銀行内の横壁

クラブ：東京町田RC

⑱ 八幡太郎義家公像
場　所：大國魂神社前けやき並木
住　所：府中市宮町1-38
ヒント：�府中駅より大國魂神社方向に

徒歩約 5分、けやき並木沿い。
フォーリス前。

クラブ：東京府中RC

⑲ しだれ桜
場　所：大國魂神社境内

住　所：府中市宮町3-1

ヒント：�大國魂神社境内、隨神門から�
拝殿に向かう右手中ほど。

クラブ：東京府中RC

㉔  植樹（司シルエット5 本） 
案内立て看板

場　所：窪東公園
住　所：国分寺市東戸倉2-19-1
ヒント：�窪東公園内東側（府中街道側植

え込み）
クラブ：東京国分寺RC

㉕  植樹（司シルエット10本） 
案内立て看板

場　所：黒鐘公園
住　所：国分寺市西元町1-13-30
ヒント：�黒鐘公園内（石の滑り台下付近

と公園内中央付近）
クラブ：東京国分寺RC

㉚ ピアノ（Schimmel）
場　所：旧国立駅舎

住　所：国立市東1丁目 1

ヒント：旧国立駅舎内の南側

クラブ：東京国立白うめRC　

㉞ 時計
場　所：京王聖蹟桜ヶ丘駅前広場

住　所：多摩市関戸

ヒント：駅前広場にある時計塔

クラブ：東京多摩RC

㊲  記念碑 1 基（国際ロータ
リー 75 周年記念碑）

場　所：小田急町田駅カリヨン広場

住　所：町田市原町田6-1338-2

ヒント：町田駅構内の一部

クラブ：東京町田RC

㊳ 広告塔 1 基
場　所：町田中町交番前道路

住　所：町田市中町1-20-28

ヒント：道路横

クラブ：東京町田RC

㊸ 交通標語看板
場　所：昭島駅

住　所：昭島市田中町

ヒント：昭島駅北口ロータリー内

クラブ：東京昭島RC

㊹ 防災マップ
場　所：拝島駅

住　所：昭島市松原町

ヒント：拝島駅内通路

クラブ：東京昭島RC

㊺ 防災マップ
場　所：東中神駅

住　所：昭島市玉川町

ヒント：東中神駅内通路

クラブ：東京昭島RC

㊻  日野用水開削 450 周年
記念事業

場　所：JR日野駅前
住　所：日野市大坂上1丁目
ヒント：�JR日野駅改札を右に出て、外に

出て右側のみずほ銀行の反対側
クラブ：東京飛火野RC

㊼ 土方歳三像
場　所：高幡不動尊金剛寺境内

住　所：日野市高幡699

ヒント：境内にある弁天池入口

クラブ：東京日野RC

㊽ 曼珠沙華植栽記念碑
場　所：高幡城址（高幡山）

住　所：日野市高幡699高幡不動尊内

ヒント：�山内八十八ケ所巡礼拝路�
六十五番拝所近く

クラブ：東京日野RC

㊴ ソーラー時計
場　所：中神駅北口ロータリー

住　所：昭島市中神町

ヒント：ロータリーの植え込みの中

クラブ：東京昭島中央RC

㊾ 交通安全標語用看板
場　所：日野駅前ロータリー

住　所：日野市大坂上9-6 日野駅前

ヒント：�駅前ロータリータクシー待機場
所近く

クラブ：東京日野RC

㊵ さくら植樹
場　所：昭島市陸上競技場入口付近

住　所：昭島市東町5-2-11

ヒント：入口すぐ左側、トイレの南側

クラブ：東京昭島中央RC

㊿ 環境美化看板
場　所：日野橋南詰

住　所：日野市日野1111-1 付近

ヒント：日野橋南詰（日野側たもと）堤防

クラブ：東京日野RC

㊶ 四つのテスト看板
場　所：シモビル東側植え込み内

住　所：昭島市昭和町1-13-10

ヒント：東側植え込みの中

クラブ：東京昭島中央RC

� ヤマボウシの樹（プレート）
場　所：�浅川スポーツ公園�

（ふれあい橋北）

住　所：日野市万願寺5-3 付近

ヒント：浅川スポーツ公園南遊歩道内

クラブ：東京日野RC

㊷ 温度計
場　所：東中神駅

住　所：昭島市玉川町1丁目

ヒント：東中神駅南口ロータリー内

クラブ：東京昭島RC

� 山道案内看板
場　所：高尾山

住　所：

ヒント：ケーブル乗り場入り口脇

クラブ：東京八王子北RC

� 山道案内看板
場　所：高尾山

住　所：

ヒント：ケーブルリフト降り口

クラブ：東京八王子北RC

�  四次元デジタル宇宙
ビューワーシステム

場　所：コニカミノルタサイエンスドーム

住　所：八王子市大横町9-13

ヒント：

クラブ：東京八王子RC

�  交通安全標語看板
場　所：国道16号横

住　所：八王子市暁町3-11 番先

ヒント：�国土交通省関東地方整備局管理
の法面

クラブ：東京八王子RC

� 樟（くすのき）
場　所：八王子西放射線ユーロード
住　所：八王子市横山町14-7 あたり
ヒント：�八王子、八日町交差点近く、樹

木の根元に黒い「友愛」の碑、
裏側にクラブ名あり

クラブ：東京八王子西RC

� グランドピアノ
場　所：�いちょうホール�

八王子市芸術文化会館
住　所：八王子市本町24-1
ヒント：�いちょうホールロビー（ピアノカバー

にクラブ名、鍵のモチーフにロータ
リーマークとクラブ名あり）

クラブ：東京八王子西RC

� テンペルセコイアの木
場　所：サザンスカイタワー八王子前
住　所：八王子市子安町4-7-1
ヒント：�サザンスカイタワーのペデストリアン

デッキ（2階）ベンチ横（碑にロー
タリーマークとクラブ名あり）

クラブ：東京八王子西RC

� 温度計付き時計塔
場　所：高尾599ミュージアム

住　所：八王子市高尾町2435-3

ヒント：

クラブ：東京八王子西RC

�  からくり時計 
（赤い唐傘を模した）

場　所：八王子まちなか休憩所八王子宿
住　所：八王子市中町12-11-1
ヒント：�まちなか休憩所八王子宿まち・

なか1Fの壁面
クラブ：東京八王子西RC
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国際ロータリー第2750地区東京都下エリアマップ国際ロータリー第2750地区東京都下エリアマップ

㉜ 記念樹、記念碑
場　所：稲城市役所

住　所：稲城市役所

ヒント：稲城市役所駐車場

クラブ：東京稲城RC�

㉛ 時計塔
場　所：稲城市立病院

住　所：稲城市立病院

ヒント：稲城市立病院入口

クラブ：東京稲城RC�


