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日  時：平成 27年 12月 2日  

会  場：例会場   

司  会 :ＳＡＡ               荘原委員 

開会点鐘                    木島会長 

斉  唱：国歌斉唱 

ロータリーソング「我等の生業」 

四つのテスト 

お客様の紹介                    木島会長 

 矢澤 俊一様 東京立川 RC  

 ワユ ナルリタ デウィさん 米山奨学生 

会長報告                      木島会長 

●RI より「エンド・ポリオ・ナウ」に対しての表彰状

を貰いました。関連して、12/16にビル・ゲイツ氏が

来日されてイベントが開催されるそうです。詳細は朝

日新聞もしくは朝日デジタルでご確認ください。 

●東京武蔵国分寺 RC公開例会のお知らせ 

 日時 12月 14日（月） 点鐘 18時  

 場所 国分寺駅ビル 8階 Ｌホール 

 内容 社会福祉法人「カリヨン子どもセンター」 

理事長 坪井節子弁護士のお話 

子どもたちに寄り添う-いじめ・虐待・非行の現場から- 

 出席される方は事務局にお申込ください。 

●東京国分寺 RC創立 50周年記念「ニコニコアート展」 

 日時 12月 19日・20日 

 場所 国分寺駅ビル 8階 Ｌホール 

●5/29～6/2国際大会がソウルで行われます。是非ご参

加をご検討ください。 

幹事報告                     本間幹事 

●12月のロータリーレートは １ドル１20円です。 

●2/23・24 地区大会開催 詳細はパンフレットを配布

しました。欠席の方はお知らせください。 

 

 

 

 

委員長報告    

●岡田新世代奉仕委員長 ｢命の大切さポスター展｣への

ご協力ありがとうございました。撤去の時間の変更等ご迷

惑をお掛けして申し訳ございませんでした。 

クラブフォーラム 

年次総会 

●年次総会にあたって              木島会長 

今年度の年次総会の主な目的は、①定款・細則の変更②

次年度の理事・役員の選出になっております。定款細則に

は 2013年 RI規定審議会において大きく変更があり、クラ

ブ規定審議会で審議を重ね、クラブ運営規定の若干の変更

も含めて本日変更を審議願います。 

●定款・細則の変更について 秋廣規定審議会委員長 

11 月のクラブフォーラムでの説明資料「クラブ諸規定

の改定」および、11 月説明からの一部変更箇所を本日配

布資料により説明。（拍手により承認されました） 

●会長ノミニーの指名        岡本(正)指名委員長 

定款第 10条 5節で細則の定めるところによるとなって

おり、当クラブではクラブ運営規定により、「指名委員会

が次年度会長ノミニーを指名」することになっております

ので、11 月 4 日に歴代会長会のご意見をお聞きしまして

18 日に指名委員会を開催いたしました。その結果 2018－

19 年度会長（次年度は会長ノミニー）に喜連元昭会員を

全員一致を持ちましてご推薦申し上げましたのでご報告

いたします。ご承認をお願いいたします。(拍手を確認） 

●次年度理事・役員の発表         内山次年度会長 

クラブ細則第 2条、3条及びクラブ運営規定第１条・第

2条に基づき、次年度の理事・役員を発表させていただき

ます。 

副会長             小川 誠会員 

会長エレクト         小澤谷守会員 

会長ノミニー          喜連元昭会員 

幹事              喜連元昭会員 

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 2256回例会 



2 

 

12月誕生月の吉野会員･秋廣会員･岡田会員･荘原会員 

 

2016-17年度 理事会メンバー 

 

 

 

 

 

 

 

 

会計理事              秋廣道郎会員 

クラブ管理運営理事(会長ノミニー) 喜連元昭会員 

会員組織理事            吉野利春会員 

クラブ広報理事            岡本貞雄会員 

奉仕プロジェクト理事       近藤佳子会員  

米山奨学・ロータリー財団理事  岡本正伸会員  

直前会長                 木島常明会員 

会長              内山健治  

この総会に先立ち開催されました理事会において、クラブ

運営規定第１条⑤の規定により、木島会長にご報告いたし

ました。皆さん承認を頂ければ、幸いです。如何でしょう

か。（拍手）ありがとうございました。 

●内山次年度会長挨拶 

 只今、理事・役員の承認をいただき、有難うございまし

た。来年 1 年しっかりやっていきたいと思っております。

ベテランの方が多数いらっしゃいますが入会は私の方が

早いので是非ご理解を頂きたいと思っています。私は入会

して 22年目で会長となります。幹事経験から 12年経ち大

変年月を要したと思っております。スタートするまでしっ

かり勉強しながら務めて参りたいと思います。委員長など

お願いすることになりますが良い返事をよろしくお願い

いたします。 

(次年度理事・役員は第 1回理事会開催のため一時退室) 

●次年度 SAA委員長発表          内山次年度会長挨拶 

初理事会の結果、SAA委員長は本間会員にお願いするこ

とにいたしました。 

理事会報告                               木島会長 

●クラブ諸規定の改正について 承認 

●2016－17年度 理事・役員について 承認  

●迎春の横断幕の設置 12/25(金)午後 3 時から行います。

案内を配布 

●新年賀詞交歓会について 国立白うめ RCと合同 

1/6(水)雅月で行います。当クラブがホストです。 

 案内を配布  

●塞の神どんど焼きについて  

ご協力をお願いいたします。案内を配布 

●下期年会費について 下期年会費と周年行事積立金 

1万円は、1月末までにお振込みをお願いします。 

●社会福祉協議会より歳末たすけあい募金のお願い  

小川会員(社協理事)よろしくお願いします。 

●事務局の年末年始のお休み 12/29～1/4 

今月の各種お祝い               寺澤親睦活動委員長 

■入会記念月 

 山口康雄会員（在籍 26年） 

■会員誕生月 

 吉野 利春会員（25日）  秋廣 道郎会員（12日） 

小澤 崇文会員（ 7日） 荘原  健会員（ 6日) 

岡田みどり会員（22日） 小山田 稔会員（31日) 

■夫人誕生月 

寺澤会員夫人・房江 様  佐伯会員ご主人・昌市様 

関(俊)会員夫人・藤子様 

ニコニコＢＯＸ             長嶋親睦活動委員 

●木島会長 早いもので師走に入ってしまいました。いか

にも冬らしい今日ですが暖冬との予報も聞かれます。でも

風邪など引き込まないよう健康には十分気をつけましょ

う。今日は年次総会いつもと違う緊張感を味わっています。 

●本間幹事 早い物で半年が過ぎ、年次総会の月になり

ました。東京立川ロータリークラブ矢澤会員のご来訪あ

りがとうございます。 

●吉野会員 12月は私の誕生月です。ニコニコいたします。 

●秋廣会員 今年の誕生日は 6 回目の年男です。羊年は

紙食いと言われ良いのか悪いのかですが、病気をわずら

わずここまで来たことに感謝しています。 

●寺澤会員 妻の誕生祝ありがとうございました。 

●佐伯会員 夫の誕生祝いを頂戴いたしましてありがと

うございます。彼は今年もヨーロッパアルプスをスキー

で滑走するプランを練っています。米山奨学生のデウィ

さんは出席の日は音楽を担当してくださり SAA は助かっ

ています。いよいよ 12 月は臨月で、予定日はなぜか 12

月 25日です。いずれにせよ、ご無事のご出産をお祈りし

ます。 

●荘原会員 誕生日のお祝いありがとうございます。12

月 55歳、GO,GOの年で加速します!! 

●岡田会員 お誕生日のお祝いありがとうございます。 

●関俊之会員 妻の誕生祝をありがとうございます。妻

は益々元気です。 

●新世代委員会(岡田会員・長嶋会員)“命の大切さ”ポ

スター展、皆様のご協力のおかげで各賞も決まり無事終

了する事が出来ました。ありがとうございました。 

●ゴルフ同好会(時田会員･遠藤常臣会員･本間会員) 先

日開催されたゴルフ同好会において優勝時田千弘・準優

勝遠藤常臣・第 3 位本間康彦でした。今回は時田千弘が

アウト 38・イン 35・グロス 73 でエージシュートを達成

致しました。なお本間さんが初めて入賞致しましたので

ニコニコさせて頂きます。 

ニコニコ BOX 合計 32,000円 累計 639,000円 

 

 

 

 

 

 

 

出席報告                岡田出席奨励委員 

 １２月２日 在籍４６中 出席３８名   

  前々回（11月 18日）の  出席率 97.73 %  

閉会点鐘                      木島会長 


