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就任の挨拶
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この度、私は会員皆様のご推挙により、伝統ある東

して大変大きな問題が起きました。3 年に一度行われ

京国立ロータリークラブの 2016－2017 年度、第 48 代

るＲＩ規定審議会において、大幅な変更がなされたこ

会長を務めることになり、責任の重さを感じていると

とです。新年度のスタートまで、余裕のない中での決

ころであります。クラブの発展の為に、しっかりとロ

定は、当クラブはもとより各クラブに混乱を招き、ま

ータリーの原点を見つめながら、クラブ運営に取り組

た地区の方針が中々出ない中で当クラブも苦慮したと

んで参りたいと考えておりますので、会員皆様のご協

ころであります。この状況のなかで、地区の見解が 6

力を宜しくお願い致します。

月 9 日に示されました。この見解では、例会数、出席

私もロータークラブに入会して 22 年になります。また

義務、会員資格などの規定が緩和され、クラブの自由

36 代会長小川さんのもとで幹事を務めて以来 12 年の月

裁量の部分が非常に多くなっております。この見解で

日が経ちました。長くクラブの役職から遠ざかってい

は 1 年間かけてクラブの方向性を定めてから実施する

たせいか、会長エレクトになって、大変な思いと奉仕

のが良いのではないかとしています。当クラブも地区

の精神を学びなおしたところであります。特にこの半

の見解をもとに取り組みたいと考えておりますので、

年間はしっかりと勉強をさせて頂きました。苦労をし

会員皆様のご意見をお願い致します。

たのは予算であります。クラブがこんな財政状況とは、

2016－2017 年度ジョンＦ.ジャームＲＩ会長は「人類

はっきり言って驚きました。理事会、クラブ協議会で

に奉仕するロータリー」をテーマにされ、ポリオ撲滅

もお話しをさせて頂きましたが、特に問題は奉仕活動

を中心に置き、よいことを、毎日一つずつ行う。今よ

の予算です。予算が組めず米山奨学委員会の予算を減

いことをすれば、後世により良い世界を残すことがで

額せざるを得ませんでした。収入はニコニコボックス

きるとされています。

に頼っており、出来れば今年度より相乗りのニコニコ

ＲＩ2750 地区大槻哲也ガバナーは、地区運営方針を

ではなく、しっかりとメッセージを書いて頂いて、2000

「奉仕の哲学を実践しよう」としました。ロータリア

円にして頂ければ大変ありがたいと思っております。

ンが実践する奉仕活動は “人のために、役に立って、

先日立川ロータリークラブに表敬訪問に行ってまいり

喜ばれて、報われる“としています。

ましたが、相乗りでのニコニコは一つもなく喜連幹事
と感心しながら帰ってきたところです。
次年度がスタートする準備期間に、クラブにとりま

私は、ＲＩ会長のテーマ、地区運営方針を踏まえ、
本年度のクラブ運営のスローガンを「行動しよう・前
進しよう！」としました。クラブの柱である五大奉仕
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続事業の充実、見直しはもとより新規事業の検討も行

感謝状・記念品の贈呈
内山会長より木島直前会長・本間直前幹事へ贈呈

いたいと思いますので、会員皆様には各委員会に積極

入会式

的なご参加をお願い致します。

認証状授与：会長

を中心にしたクラブ運営に取り組んでまいります。継

今年度も引き続き各会員にはクラブ奉仕と奉仕プロ

バッヂ贈呈：津戸パスト会長

ジェクトに関係する両方の委員会に所属して頂きまし

紹 介

た。全会員でクラブを楽しみながら奉仕活動に携わっ

近藤会員

ていけるように努力を致しますので、会員皆様のお力

川向さんは昭

添えを宜しくお願い致します。

和45 年生まれの
45 歳、前途洋々

就任の挨拶

の方です。立川
のご出身だそう

川向輝樹 新会員

です。息子とお仕事の関係で知り合い、会長・幹事・

幹事 喜連元昭

岡本貞雄さんとで川向さんのビルに伺い快く入会をし
ていただく事になりました。お仕事は不動産業です。

今年度の幹事を仰せつかりました喜連でございます。 その他にも大学生のアルバイト(家庭教師トライ)先を
会長が｢PRESIDENT｣私が｢SECRETARY｣のたすきを改めて

紹介するお仕事も儲けなしでやられていて、老人介護

見直しました。アメリカ本土では広い意味があるので

のお仕事もされています。まだ若い川向さんに素晴ら

すが、会長：社長秘書という関係になろうかと思いま

しいロータリアンになっていただきたいと思いますの

す。年下の会長に仕えるのは職業でもしたことがなく

で、皆様よろしくお願いいたします。

初めての経験でございますので、不安を持っていると

ご挨拶 川向 輝樹 会員

ころでございます。是非頑張っていきたいと思います。

立川出身ですので、最初は立川市富士見町 3 丁目の

また、幹事の役目として会長の方針をどうやって皆

マンションの 1 室で独立しました。その後立川駅南口

様に伝え、理事・役員・委員会の調停役・伝達役も肝

駅前に移転して、ご縁があり国立の井上造園さんがお

に命じながら、今年１年当クラブが上手く回っていく

持ちだったビルを買わせていただきまして、昨年度か

ように心掛けて参りたいとおもいます。よろしくご協

ら国立市西 2 丁目に引越し、それに合わせて自宅もこ

力の程をお願い申し上げます。

ちらの方に引越しをしました。国立で活動をさせてい
ただければと思い、近藤さんのご子息を通してロータ

第 2282 回例会
日

時：平成 28 年 7 月 6 日

会

場：例会場

司

会 :ＳＡＡ

開会点鐘
斉

リーに誘っていただきました。
お仕事では、谷保天満宮の隣の約 20 棟を 10 年位前
に国立市と東京都と協力して手掛けさせていただきま
本間委員長

した。工事の時には谷保天満宮の池の亀に餌をあげて

内山会長

いた記憶があります。これから徐々に国立で貢献させ

唱：国歌斉唱

ていただきたいと思っています。年は若い方ですが、

ロータリーソング「奉仕の理想」

諸先輩の方々が元気があり知識も経験も豊富だと思い

四つのテスト

ますので、色々ご指導していただければと思います。
よろしくお願いします。

お客様の紹介

内山会長

尾内 昭夫様 東京立川 RC 会長
織原寛一郎様

〃

幹事

ご挨拶 東京立川 RC 尾内会長・織原幹事
直前の木島会長・
本間幹事お疲れ様で
した。もう一度青春
できましたでしょう
か。今年度の内山会
新旧理事・役員・地区委員 就任退任奉告祭

2

長・喜連幹事、どうか 1 年間よろしくお願いいたしま
す。前年度合同でお花見例会をさせていただきました。
お世話になり、そして楽しい 1 日になりました。また、
交換留学生のエレンが卓話でお邪魔させていただきま
して、ありがとうございました。宮司さんに巫女さん
の装束を着せていただき、写真を撮ってもらい大変喜
んでおりました。先日無事にトルコに帰りました。
７月誕生月の喜連元昭幹事・伊藤明会員・
遠藤直孝会員

私も織原幹事も至らない会長・幹事でございますが、
国立クラブの皆さんにご指導いただきまして、1 年間頑

張っていきたいと思いますので、どうかよろしくお願い 今月の各種お祝い
いたします。

伊藤明親睦活動委員長

■入会記念月

乾 杯

岡本 貞雄会員（在籍 21 年）

小澤孝造パスト会長

小澤 崇文会員（在籍 10 年）
遠藤 直孝会員（在籍 9 年）

会長報告
内山会長
●本日 11 時 30 分より谷保天満宮において新旧理事・役

伊藤 一彦会員（在籍 7 年）
喜連 元昭会員（在籍 5 年）

員・地区委員の就任退任奉告祭を執り行いました。また、 千葉 伸也会員（在籍 2 年）
10 時 30 分より今年度第 3 回定例理事会を行いました。 伊藤

明会員（在籍 2 年）

承認事項につきましては次週のクラブフォーラムにて ■会員誕生月
報告いたします。

遠藤 直孝会員（31 日）

●地区役職委嘱状 授与

伊藤 一彦会員（10 日）

伊藤達弥委員 R 財団平和フェローシップ委員会 委員

喜連 元昭会員（28 日）

千葉伸也会員 広報委員会 委員

伊藤 明 会員（26 日）

幹事報告

■夫人誕生月

喜連(元)幹事

●今年度の上期年会費等のお振込の案内をメールボックス

津 戸

に配布いたしました、今月末までのお振込をお願いいたし

岡本(正) 会員夫人・芳江様

ます。

小澤(谷)会員夫人・あゆ子様

●７月のロータリーレートは、１ドル 102 円です。

伊藤(明)会員夫人・久美子様

●国分寺ＲＣ・武蔵国分寺ＲＣの例会場変更

会員夫人・敏子様

ニコニコＢＯＸ

秋山親睦活動委員

新例会場 多摩信用金庫 国分寺支店 3 階

●尾内様・織原様(東京立川 RC 会長・幹事)よりお祝い

移転日

国分寺ＲＣ 8 月より

をいただきました

武蔵国分寺ＲＣ 7 月 25 日より

●内山会長 いよいよ私の年度のスタートになりまし

●米山奨学委員長セミナー

た。しっかりと努めて参りたいと思っております。会員

日時 7 月 14 日（木）15 時

皆様のご協力を宜しくお願い致します。又、立川 RC 尾

場所 ハイアットリージェンシー東京

内会長・織原幹事ようこそいらっしゃいました。御祝を

出席 遠藤常臣米山奨学委員長

ありがとうございます。先日の表敬訪問ではお世話にな

●第 6 回多摩中グループ協議会

りました。

日時 7 月 25 日（月） 17 時 15 分

●喜連元昭幹事 立川ロータリークラブ尾内会長・織原

場所 立川グランドホテル

幹事様におかれましては、
ようこそご来駕下さいました。

出席 会長・幹事・事務局

つたない幹事ですが、よろしくご指導・ご鞭撻を賜りま

●多摩中グループ親睦ゴルフ実行委員会打合せ会

すようお願いします。

日時 7 月 29 日（金） 18 時

●小澤孝造会員 内山・喜連丸の順風満帆の船出おめで

場所 国分寺労政会館 会議室

とう。一年間頑張って下さい。

出席 木島ゴルフ同好会会長

●津戸会員 本日、天満宮社殿に於いて、木島年度の１

●大槻ガバナーからガバナー月信が届いています。

年間の成果を奉告し、又、内山年度の更なる発展を祈願

地区のホームページで閲覧できる他、クラブ掲示板にも

いたしました。これで内山年度は安泰です。

掲示していますので、お読みください

●時田会員 内山・喜連丸の出航お目出とうございます。
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これから一年間のご活躍をお祈り申し上げます。

●遠藤直孝会員

●五十嵐会員 内山会長・喜連幹事さん、本年度お世話

す。

になります。

●荘原会員・千葉会員 新年度、内山・喜連丸の出航を

●宗村会員 新年度お互いにガンバリましょう

お祝い申し上げます。行動と前進ですね。

●吉野会員 2016-17 年度内山・喜連丸の出航を祝しニ

●伊藤明会員 夫婦共々プレゼント有難う御座います。

コニコいたします。

●社会奉仕委員会(杉田会員・本間会員・佐伯会員・稲

●関重寿会員 内山会長・喜連幹事 1 年間よろしくお願

村会員・遠藤直孝会員・荘原会員・伊藤達弥会員・岡田

い致します。話しによっては何でも聞きますので、ガン

会員・秋山会員・千葉会員・大庭会員・大神田会員・北

バで行きましょう。

島清高会員・鈴木会員・林会員)

●村上会員 内山・喜連丸の出航を祝してニコニコしま

一年間お世話になります。

す。１年間宜しく。立川 RC の尾内会長・織原幹事のご来

誕生月のお祝いありがとうございま

内山会長・喜連幹事

●青少年奉仕委員会(長嶋会員・関俊之会員)

会を歓迎致します。

内山会

長・喜連幹事お世話になります。
宜しくお願い致します。

●岡本貞雄会員 内山・喜連丸の出航を祝し、無事の航

●クラブ会報委員会(大庭会員・遠藤常臣会員・伊藤達

海をお祈りいたします。また、東京立川 RC の尾内会長、

弥会員)

織原幹事のご来訪を心から歓迎いたします。そして川向

内山会長・喜連幹事一年間よろしくお願い致

します。国立ロータリークラブの更なる発展のために会

さんの入会を歓迎します。

報委員全員がんばっていきたいと思います。

●岡本正伸会員 内山会長・喜連幹事 1 年間の大役御苦

●出席奨励委員会(遠藤直孝会員・小川会員・喜連紘子

労様です。１年間楽しい例会になると良いですね。又、

会員・佐伯会員) 出席 100％をめざして会員の皆様の絶

妻の誕生祝いを頂き有難うございます。
●小澤谷守会員 いよいよ内山会長・喜連幹事年度のス

大なる御協力をよろしくお願いします。

タートですね。お二人には健康に注意して一年間宜しく

●SAA 委員会(本間会員・山口会員・青木会員・近藤会員・

お願いいたします。本年度は次年度に向け勉強させてい

北島正典会員) 新 SAA 委員会です。今年度一年間スム

ただきます。妻への誕生プレゼントありがとうございま

ーズな例会の進行を目指し頑張ってまいりますので、皆

す。

様のご協力をお願いいたします。

●山崎会員 いよいよですね、内山会長・喜連幹事１年

●親睦活動委員会(伊藤明会員・石塚会員・岡田会員・

間よろしくお願いします。又、立川 RC 尾内会長・織原幹

秋山会員・北島清高会員・鈴木会員) 内山会長・喜連

事ようこそ。

幹事の新年度、東京国立ロータリーの更なる発展のため

●寺澤会員 木島・本間丸の無事の帰港を受け、内山・

に伊藤委員長の元、委員会一同力を合わせてガンバリま

喜連丸の無事の出航おめでとうございます。１年どうぞ

す。一年間よろしくお願いいたします。

宜しくお願いします。

ニコニコ BOX 合計 138,000 円

●木島会員 皆さまのお陰で１年間何とか全うできま

出席報告

遠藤(直)出席奨励委員長

した。ご協力・ご鞭撻に心から感謝申し上げます。内山・

７月６日 在籍４８中

喜連丸の出航をお祝い申し上げ、サポートに全力をつく

前々回(6 月 22 日) の出席率 100％

すことを誓います。

閉会点鐘

2016-17 年度 ガバナー 大槻 哲也
ガバナー就任に寄せて

出席４０名
内山会長

世界で意義ある奉仕を行う最善の道はロータリーの会員
になることである」と、また、「さまざまな分野から熱心

ガバナー月信より

1．
ご挨拶 国際ロータリー第 2750 地区ガ

で有能な職業人が集まり、壮大な目標を実現できる団体

バナーに就任した大槻哲也です。

は、ロータリーをおいてほかにはない」と、力強く語って

所属は東京中央ロータリークラブであ

おられます。 つまり、ロータリー全体を発展させるため

り、職業分類は社会保険労務士（社労士）

には、クラブの組織を盤石にすることであり、特に「会員

です。地区内 100 クラブ、4,880 人を超え

増強と維持」が重要課題であることを指摘されているのだ

るロータリアンの皆さんには、所属されているクラブでの
ご活躍と同様に、地区活動にも温かい目線を向けて盛り立

と理解しています。
これに関して、私たち第 2750 地区は、地区運営方針で

てて頂きますようよろしくお願いいたします。

ある「奉仕の哲学を実践しよう」の下、「地区重点目標」

2．会員増強の重要性 さて、2016－17 年度国際ロータリ

の一つに「会員増強とクラブ基盤強化への支援」を掲げて

ー（RI）会長ジョン・F・ジャームさんは、「人類に奉仕

います。詳細については、ガバナー補佐、クラブサポート

するロータリー」（Rotary Serving Humanity）のテーマ

委員会等とクラブ会長とが密接な連携を持って会員の皆

講演の中で、「人類への奉仕は、ロータリーの礎である。

さんにご理解とご協力をお願いすることとしています。
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