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日  時：平成 28年 12月 7日（水）  

会  場：例会場   

司  会 :ＳＡＡ              青木委員 

開会点鐘                   内山会長 

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                           内山会長 

内山  肇様 塞の神どんど焼き実行委員長（白うめ RC） 

高橋真吾様    〃    事務局長 （  〃  ） 

ご挨拶  

保健所等の関係で変更があ

るかもしれませんが、例年ど

おり開催いたします。お世話

になります。先程、四つのテ

ストを斉唱して感じました、みんなの為になるかとい

う精神で行います、どうぞよろしくお願いします。 

入会式                          

紹介・バッヂ贈呈   関重寿会員 

 本多さんは現在 49歳で、ご家

族は奥様と長女・長男のお二人

の子供さんです。(有)本多工業

の代表で、建築金物製造加工・

ステンレス加工をされています。

お仕事の関係で資格をたくさん

お持ちです。アーク溶接・ガス

溶接・小型移動式クレーン・後施工アンカーなどです。

趣味は、オートバイでツーリング、マラソン。これか

ら会員としてよろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

ご挨拶 本多鋼治会員 

 この度入会することになりました本多鋼治と申しま

す。国立市泉に住んでいます。皆様の中には、父の方

を知っている方も多いと思いますが、今後は私もよろ

しくお願いいたします。 

会長挨拶                        内山会長 

 いよいよ 12月で、月日が経つのが早いもので今年も

終わるのかと感じています。本多会員に大変多くのニ

コニコをいただいたようで本当に嬉しく思っておりま

す。お父さんとは趣味の狩猟と射撃で 40年来のお付き

合いです。本多さんには私が商工会長の時に建設部会

長で本当によくやっていただいた方です。やっと入会

していただける事になり、これからロータリーライフ

を楽しんでください。この後の年次総会では今後の事

を決めていきますので、よろしくお願いをいたします。 

幹事報告                    喜連(元)幹事 

●地区青少年交換委員会 派遣候補生派遣国決定通知

授与式、新年懇親会 

日時 1月 15日（日）15時 

 場所 国立オリンピック記念青少年センター 

 出席 吉野会員 

●第 8回多摩中グループ協議会 

 日時 １月 16日（月）17時 

 場所 立川グランドホテル 

 出席 内山会長・喜連幹事・事務局 

年次総会 

●年次総会にあたって          内山会長 

本日の出席者は 39名で、クラブ運営規定第 4条⑨に

基づき、「会員総数の 3 分の 1 をもって年次総会の定

クラブ会長テーマ  

行動しよう・前進しよう！ 
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足数とする」を満たしております。 

今年度の年次総会の主な目的は、次年度の理事・役

員の選出になっております。はじめに、次年度会長ノ

ミニーの指名を、木島指名委員長お願いいたします。 

●会長ノミニーの指名       木島指名委員長 

 定款第10条第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第 1 条④項に

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。11月 2日理事会決定に基づ

き指名委員会が発足いたし、会合を重ねました。11月

9日の歴代会長会でのご意見も参考にし、11月 30日に

開催いたしました指名委員会において、2019－20年度

会長（次年度会長ノミニー）に遠藤常臣会員を、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。 

（拍手により承認）ありがとうございました。 

●次年度理事・役員の発表   小澤(谷)会長レクト 

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               岡本貞雄会員 

会長エレクト           喜連元昭会員 

会長ノミニー（クラブ管理運営理事）遠藤常臣会員 

幹事                寺澤 武会員 

会計理事               秋廣道郎会員 

会員組織理事             杉田和男会員 

クラブ広報理事             遠藤直孝会員 

奉仕プロジェクト理事        本間康彦会員  

米山奨学・ロータリー財団理事   喜連紘子会員  

直前会長                  内山健治会員 

会長               小澤谷守  

なお、ただいま発表いたしました理事候補者名は、

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、内山会長にご報

告いたしました。皆さんの承認を頂ければ、幸いです。

如何でしょうか。 

（拍手を確認）ありがとうございました。 

●小澤(谷)次年度会長挨拶  

 ただ今、理事の皆様のご承認をいただきまして、あ

りがとうございました。また理事・役員をお引き受け

いただいた皆さんには、快くお引き受けをいただきま

して、本当にありがとうございました。来年一緒に国

立 RCを盛り上げていきたいと思います。 

今後、年明けから本格的に会の組織の編成をしてい

きたいと思っています。各委員長・副委員長・委員の

決定をしていきますので、その節はよろしくお願いを

いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

17-18年度 理事・役員 

次年度理事会メンバーは一時退席し、次年度のＳＡ

Ａ委員長を決めるための理事会を開催。 

（次年度理事会メンバーは一時退室） 

●次年度ＳＡＡ委員長発表   小澤(谷)次年度会長 

初理事会の結果、ＳＡＡ委員長は岡本正伸会員にお

願いすることにいたしました。ご承認をお願いいたし

ます。（拍手）ありがとうございます。 

クラブフォーラム 

理事会報告                 内山会長 

●17-18 年度理事・役員は年次総会で承認をいただき

ました。 

●横断幕設置について         荘原委員長 

 新年に向けて谷保天満宮参道に横断幕の設置をいた

します。12 月 26 日（月）午後 2 時半より行います。

メイクアップ扱いです。クラブジャンパーを着用で、

多くの参加をお願いします。なお、雨天の場合は順延

いたします。 

●塞の神どんど焼きについて  杉田社会奉仕委員長 

 1/8の前日準備 10時 30分より、1/9当日は朝 6時か

ら作業を行います。8 日はメイクアップ扱い、9 日は

18日の移動例会です。ご協力をお願いいたします。 

●社会福祉協議会の歳末たすけあい募金について  

小川社協理事より きょう出席の皆様全員の協賛をい

ただきまして、ありがとうございました。 

●新年賀詞交歓会について  

国立市長あてに招待状を送付します。 

●事務局の年末年始のお休みについて 

 12月 28日(水)～1月 5日(木)  

この間の連絡は喜連幹事にお願いいたします。 

●創立 50周年事業について  

実行委員長には小澤孝造さんになっていただいて、

年明けから準備委員会を作り、その上で実行委員会を

作っていくことになりました。 

●本日入会された本多さんの会務分担は、親睦活動委

員会・社会奉仕委員会です。 
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今月の各種お祝い        岡田親睦活動副委員長 

■入会記念月 

山口 康雄 会員（在籍 27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） 

■夫人誕生月 

寺澤会員夫人・房江様  

佐伯会員ご主人・昌市様 

関俊之会員夫人・藤子様 

大神田会員夫人・麻美様 

鈴木会員夫人・真紀子様     

ニコニコＢＯＸ          長嶋親睦活動委員 

●どんど焼き実行委員会(内山肇様･髙橋慎吾様)  

皆様のご協力でどんど焼きを楽しく行いたいと思いま

す。よろしくお願いします。 

●内山会長 新しく入られた本多会員には長い間の

苦労が実りようやく入会して頂きました。ロータリー

クラブを楽しんでください。どんど焼きの実行委員長 

内山さん、事務局の髙橋さんにはようこそいらっしゃ

いました。大変でしょうが頑張って下さい。 

●喜連元昭幹事 本多鋼治様のご入会心より歓迎致

します。これからよろしくお願いします。白うめ RC

の内山様、髙橋様、塞の神どんど焼きの実行大変ご苦

労様です。 

●時田会員 国立商工会で大活躍されている本多さ

んの入会を大歓迎いたします。 

●吉野会員 今月は私の誕生日です。ニコニコいたし

ます。 

●小川会員 本多鋼治会員、入会歓迎申し上げます。

これから一緒にロータリーライフを楽しみましょう。 

●関重寿会員 本多鋼治さん入会お目出とうござい

ます。ご活躍お願い致します。 

●村上会員 本多会員の入会を心より歓迎いたしま

す。一緒に楽しみましょう。 

●岡本貞雄会員・岡本正伸会員 待ちに待った希望の

星、本多鋼治さんの入会を祝し、クラブでの活躍を期

待いたします。 

●秋廣会員 誕生月のお祝い有難うございます。よう

やく 73才となりました。エージシュートを出すには、

まだ 10位必要ですね。頑張ります。 

●青木会員・本間会員 待ちに待った本多さんの入会、

心よりお喜び申し上げます。どんど焼き実行委員会の

内山さん、髙橋さんご苦労様です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

12月誕生月の吉野会員・秋廣会員・小澤(崇)会員・ 

荘原会員・岡田会員 

●寺澤会員 妻の誕生祝いをありがとうございまし

た。本多様、入会おめでとうございます。これから楽

しんでいきましょう！ 

●喜連紘子会員 東京国立白うめロータリークラブ 

内山様・髙橋様、ようこそお越し下さいました。来年

のどんど焼き当日が晴天・無風になるよう祈っており

ます。本多さんの入会を歓迎します。楽しく永く活動

されますよう、願っております。 

●佐伯会員 夫の誕生日祝をありがとうございまし

た。私は母の介護で別住まいをしておりますが、とり

あえず 2人共、同姓の佐伯でおりますので、ご安心く

ださい。 

●小澤崇文会員 誕生月の御祝い有りがとうござい

ます。何とか生きているのでニコニコします。 

●遠藤直孝会員 本多さんのご入会大歓迎です。よろ

しくお願いします。 

●岡田会員 今月は誕生月です。プレゼントありがと

うございます。 

●関俊之会員 本多さんの入会おめでとうございま

す。今夏、天満宮境内で行われた本町商店会、夏祭り

では大変お世話になりました。これから毎週天満宮で

会えるのを嬉しく思います。又、妻藤子ちゃんへの誕

生日プレゼントありがとうございます。 

●大神田会員 妻の誕生祝をありがとうございます。

これからも仲良く助け合いながら頑張っていきます。 

●北島清高会員 本多さん、お待ちしておりました！

いよいよ会員！今年の本町商店会では大変お世話にな

りました。これからはもっともっとお世話になります。

宜しくお願いします。 

●鈴木会員 妻の誕生祝ありがとうございます。本多

さん、入会おめでとうございます。 

ニコニコ BOX合計 56,000 累計 823,000円 

出席報告           遠藤(直)出席奨励委員長 

  １２月 ７日 在籍４８中  出席３９名   

 前々回(11月 23日) 祝日休会        

閉会点鐘                   内山会長 


