
 RI第 2750地区  多摩中グループ          

      東京国立ロータリークラブ         
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日  時：平成 28年 1月 13日  

会  場：例会場   

司  会 :ＳＡＡ             佐伯委員 

開会点鐘                   木島会長 

斉  唱：ロータリーソング「日も風も星も」 

お客様の紹介                  木島会長  

会長報告                     木島会長 

●地区 新会員セミナーの開催 

 日時 2月 3日（水）15時 

 場所 目黒雅叙園 

 参加 入会 3年未満の会員 

●第 2回クラブ米山記念奨学委員長セミナー開催 

 日時 2月 4日（木）15時 

 場所 ハイアットリージェンシー東京 

 出席 宗村米山奨学委員長 

●第 2回クラブ会長・幹事会の開催 

 日時 1月 25日（月）16時 45分 

 場所 東京プリンスホテル 

 出席 会長・幹事 

●16－17年度 補助金管理セミナーの開催 

 日時 2月 10日（水）10時～12時 30分 

 場所 目黒雅叙園 

 出席 内山会長エレクト・喜連副幹事 

●15－16年度第 2回ロータリー財団セミナーの開催 

 日時 2月 10日（水）14時～16時 30分 

 場所 目黒雅叙園 

 出席義務者 会長・幹事・R財団委員長 

幹事報告                   本間幹事 

 

 

 

 

●1月のロータリーレートは１ドル 120円です 

●東京井の頭 RC30周年記念事業 

 「山崎直子宇宙飛行士講演会」 

 日時 2月 19日（金）17時～19時 

 場所 三鷹市公会堂 

 参加費 無料 当日先着順 

●東京レインボーRCより 

 ポリオ撲滅チャリティマラソン大会 inお台場開催

のご案内・ランナー募集 

 日時 3月 20日（日）13時スタート 

 場所 お台場潮風公園 太陽の広場 

 詳細は掲示板のチラシ・大会 HPをご覧下さい 

●クラブのホームページがリニューアルしました。 

●クリーン多摩川実行委員会の開催 

 日時 1/28（木）・2/18（木） 19時 30分 

 場所 国立市役所 会議室 

 出席 社会奉仕委員会 

●年会費の納入のお願い 1 月末までの振込をよろ

しくお願いします。 

委員長報告    

●宗村米山奨学委員長 奨学生デウィさんの赤ちゃん

誕生のお祝いを差し上げたいと思い、お祝いの箱を作

りましたのでご協力をお願いします。 

●北島社会奉仕委員 皆様の協力で、どんど焼きを無

事に終えたことに感謝申し上げます。 

クラブフォーラム 

理事会報告                            木島会長 

●年忘れ家族例会の報告 配布済み 

RI 会長テーマ Be a gift to the world  クラブ会長テーマ もう一度青春！地域のために あと世代のために そして･･･ 

第 2260回例会 
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1月誕生月の小澤孝造会員･ 高柳会員･岡本貞雄会員･ 

北島会員・竹巻会員 

 

●新世代委員会 留学生と中学生の交歓会が 2月 12日

（金）に行われます。 

●16-17年度 地区委員の承認  

伊藤達弥会員に「ロータリー財団委員会・ロータリー

平和フェローシップ委員」引続き宜しくお願いします。 

●新入会員について(公示期間終了につき発表) 

 大神田札彦さん・北島清高さん・鈴木政久さん 

●喜連紘子会員の休会願いについて  

骨折治療により 1月から 3ヶ月休会されます 

●「情報交歓会」について  秋廣委員長 

 2月 17日 18時より開催。内容はクラブの歴史を全員

で共有すること・地区で感じたこと学んだことを聞き、

皆さんのご意見を伺います。その後懇親会を行います。 

今月の各種お祝い             寺澤親睦活動委員長 

■入会記念月 

小澤谷守会員（在籍 16年） 

寺澤 武会員（在籍 11年） 

本間康彦会員（在籍 11年） 

喜連紘子会員（在籍 10年） 

近藤佳子会員（在籍 10年） 

佐伯和美会員（在籍 10年） 

古賀勇治会員（在籍 1年） 

■会員誕生月 

 小澤孝造会員（23日）  

1 高柳栄造会員（14日） 

岡本貞雄会員（ 31日） 

北島正典会員（ 2日) 

竹巻三千子会員（29日）  

■夫人誕生月 

小澤(孝)会員夫人・輝子 様 

高 柳 会員夫人・里子様 

大 庭 会員夫人・洋子様 

ニコニコＢＯＸ         関(俊)親睦活動委員 

●木島会長 先日の塞の神どんど焼きは天候に恵まれ

大成功でしたね。皆さん連日の奉仕ご苦労さまでした。

当日は心配された天候も実行委員会の念力で汚名返上。

市民の皆さんも大いに楽しまれたことでしょう。実行

委員会の皆さんありがとうございました。 

●本間幹事 昨日のどんど焼き社会奉仕委員会の皆

様 2日間に渡りご苦労様でした。また北島会員におか

れましては準備段階より大変ご苦労様でした。当日も

身を粉にして働いていた姿は感動しました。大成功お

めでとうございました。 

●小澤孝造会員 明けましておめでとう御座居ます。本

年も宜敷くお願い致します。又今月は夫婦揃っての誕生

月、お祝いを戴きありがとう御座居ます。 

●高柳会員 1月は私共夫婦して誕生月です。お祝い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いただきありがとうございます。 

●津戸会員 謹賀新年、来る 2月 3日節分追儺式を行 

います。多くのロータリアンのご参加をお待ちして居

ります。ロータリー講中は本間幹事さんに講元をお願

いいたしましたのでよろしく。 

●宗村会員 佐伯会員がカウンセラー担当されてお

られる米山奨学生デウィさんが 12 月に男子を出産さ

れました。会員諸兄の心よりのお年玉の程よろしくお

願い致します。 

●杉田会員・秋廣会員 11日のどんど焼き、社会奉仕

の皆様、そして会員の皆様、大変ご苦労様でした。 

●岡本貞雄会員 「誕生日を祝ってくれてありがとう」

という昭和天皇のお言葉をなつかしく思います。70代

最後の誕生日です。 

●遠藤常臣会員 今年で 37 回目の結婚記念日、記念

品有難うございます。これからも末永く仲良くいきた

いと思います。 

●北島会員 どんど焼き、会員の皆様のおかげで晴天

のもと盛大に執り行うことができ誠にありがとうござ

いました。これで晴れ男と呼ばれると思っております。

あと誕生月のお祝いありがとうございます。すっかり

忘れておりました。明日が私の元旦です。 

●大庭会員 妻の誕生日のお祝い、ありがとうござい

ます。 

ニコニコ BOX 合計 41,000円 累計 882,000円 

出席報告              高柳出席奨励委員 

  １月１３日 在籍４６名中 出席３１名   

  前々回（12月 30日） 規定休会       

閉会点鐘                    木島会長 

 

初例会が白うめロータリークラブとの合同例会にな

ったため、本日が実質的な初例会となりました。新年と

いう事で皆さんお忙しいのかお休みをされる方が多っ

たのですが、休まれる時は事前に事務局への連絡をお互

いに忘れないようにしましょう。また先日のどんど焼き

は早朝より大変お疲れさまでした。実行委員長を輩出し

た責任を十二分に果たせた２日間の会員皆様のご尽力

に感謝申し上げます。（青木会報委員） 
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今回のどんど焼きは小澤崇文社会奉仕委員長、青木 

健 1月担当会報委員、大庭敏也どんど焼き担当会報委員

の 3名方から記事が寄せられました。どうもありがとう

ございました。（遠藤直孝会報委員長） 

 

平成 28年１月 11日（成人の日）に 

第 39回塞の神どんど焼きが行われた 

前日の午前10時半より杉田会員宅でトラック2台を

用意して孟宗竹の切り出し。積み込みの際､遠藤直孝会

員がトラックの荷台から竹の中にあわや転落、脛に負

傷。大丈夫かと問う本間幹事の左手には包帯、骨折と

のこと。喜連紘子実行委員長の骨折といい、3年前の

雪に叩かれたどんど焼きの悪夢が甦る様な滑り出しに、

気力が萎えそうになるのを覚えながら搬送開始、長い

2日間が始まった。午後には消防団の出初め式の終了

を待って各資材の搬入。翌日の準備をすべて終え、ボ

ーイスカウトに夜警をお願いして午後 6時には会場を

後にした。 

 どんど焼き当日は、午前 5時より各団体とも作業開

始。伊藤明会員が妻子を伴っての参加、3時起床だっ

たとのこと、ご苦労様です。実行委員長の不在という

マイナス、悪天侯男の北島事務局長というマイナス、

二つのマイナスが嘘のような好天。寒くなく風もなく

まさに「どんど焼き」のための様な天候。マイナス×

マイナスはプラスになるんだなあと感慨しきり。すべ

てほぼ順調に進み、片付け・搬出を終え午後 4時には

会場を後にした。北島会員、2度の事務局長、大変に

いや増して大変にお疲れ様でした。2度あることは 3

度ある？誰の声だ？  (小澤崇文 社会奉仕委員長) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

早朝暗い中から始まった 

｢団子（まゆ玉）蒸し｣ と ｢うどん作り｣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2261回例会 

 

 

 

 

 

 

 

 

点火をする小澤孝造会員 

 

 

 

 

 

 

ご挨拶: 木島会長と 

実行委員長代理の北島正典事務局長 

 恒例のどんど焼きが、当クラブ実行委員長で今年も

盛大に開催されました。当日は担当委員会を始め多く

の会員が早朝より集まり、日の出前の寒さの中まゆ玉

作りに精を出し、午前 11時半 津戸宮司様より祝詞(の

りと)を奏上していただき無事に点火し、今年一年の無

病息災を会員一同祈念しました。（青木健 会報委員） 

第 39回塞の神どんど焼き 
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第 39回塞の神どんど焼きは、今回の実行委員長、事

務局長を我が東京国立ロータリークラブ会員が務める

ので会員の意気込みも大きい。 

1 月 10 日（日）年明けから温暖好天の続く中、10

時 30分に杉田会員宅へ集合し、孟宗竹の取り、団子蒸

器、大鍋、テントなど器材の積み込み、会場への搬入、

テントの設営、等の事前準備を行いました。初めて参

加した私は、大変な作業になるのではと感じたのです

が、孟宗竹を取り出して積み込み作業は、手慣れた会

員の指導の元、短時間でスムーズ行われました。 

塞の神どんど焼きの 1月 11日（月）は、まだ暗い 5

時に集合をしはじめ、団子蒸器の点火作業、カレーう

どんの準備などが進められました。団子蒸器の点火作

業は、器材の不調で中々点火して火の安定まで行きま

せんでしたが、ベテラン会員の機転でスタートできま

した。 

ひと段落したところでカレーうどんの振る舞いが始

まりました。例年に比べ暖かいとはいえ美味しいカレ

ーうどんに、寒さの中で作業した会員、参加団体の方々

の安堵の顔、声が聞かれました。たくさんの団子が蒸

しあがり、まゆ玉付き篠竹などの準備ができた 11時、

第 2261回例会の点鐘がかまくらの前で行われました。 

11 時 30 分より、まゆ玉付き篠竹をもった大勢の市

民が取り囲むかまくらの前で、谷保天満宮宮司による

神事。続いて佐藤市長、当クラブ小澤孝造会員、各参

加団体代表により点火式が行われ、竹が澄んだ空に向

かってポンポンと音をたてながら勢いよく燃えあがり

ました。怪我で療養中の喜連紘子実行委員長に変わり

木島会長、佐藤市長の挨拶あり、その後、2000本以上

用意されたまゆ玉付きの篠竹を、たくさんの方々がか

まくらの火にあぶって食べながら一年の無病息災を願

ったことでしょう。 

午後 3時頃には、かまくらの火も消火作業となり、

団子蒸器、大鍋等の撤去作業は会員一同の協力によっ

てスムーズに無事終了することができました。 

黄色のジャンパーを着用した会員に、正月飾り等のか

まくらへの置く場所、まゆ玉などについて尋ねる市民も

多く、東京国立ロータリークラブの活動を再認識された

市民の方々も多かった。第 39 回塞の神どんど焼きが盛

大・無事に終了することができたことを感謝するととも

に、熱心に準備から進められた実行委員会の北島事務局

長をはじめ会員の皆様、大変ご苦労さまでした。また、

怪我のため無念にも当日参加できなかった喜連紘子実

行委員長の早期の全快をお祈り申し上げます。 

（大庭敏也 会報委員） 

 

 

前日の準備 孟宗竹切り出し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


