
 RI第 2750地区  多摩中グループ          

      東京国立ロータリークラブ         
例 会 日：毎週水曜日    例会場：谷保天満宮社務所 2階 東京都国立市谷保 5209  

事 務 所：東京都国立市谷保 5234-1     TEL:042-575-0770   FAX:042-572-8666 

E-MAIL：kunitachi-rc@sage.ocn.ne.jp   WEB：http://kunitachi-rc.com/ 

会報委員：大庭敏也・秋廣道郎・遠藤常臣・伊藤達弥 

会長 内山健治 幹事：喜連元昭 

RI 会長テーマ ROTARY SERVING HUMANITY 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新年のご挨拶 

会長 内山健治 

 

新年明けましておめでとうございます。本年も宜

しくお願い致します。 

さて、昨年を振り返りますと、４月の熊本地震で

は多くの方々が被災をし、夏の度重なる台風では災

害に悩まされ作物に甚大な被害がでました。今年こ

そ災害のない年になるように願うばかりです。また

リオのオリンピックでは日本選手の大活躍で日本中

が沸き、年間の漢字では「金」が選ばれました。４

年後の東京オリンピックが楽しみになってきました。 

クラブにおいては、私の年度も上半期を終了しま

した。スタート直前にＲＩの規定審議会において大

幅な定款変更があり、対応をどうするか、理事の方々

と相談をしながら進めてまいりました。会員の皆様

の意見をクラブ協議会、クラブフォーラムで集約し

てきました。下半期の早い時期に、クラブの規定審

議会で細則をまとめて行きたいと、考えております 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新年参拝 谷保天満宮 

 

 

 

 

 

 

 

ので宜しくお願い致します。事業につきましては、

基本方針に基づき実施してまいりました。スポーツ

家族例会では昭和記念公園でバーベキューを楽しみ、

市民まつりにおいては、綿あめの販売とミニバルー

ンと二つの事業を行い、盛況のうちに終了できまし

た。クラブの認知度の向上に大きな一助になったと

思っております。その他の事業も滞りなく進んでこ

られましたのも、会員皆様のご協力と、感謝をして

いるところです。 

下半期は地区大会をはじめＩＭと、大きな事業が

あります。クラブにおいては、スポーツイベント、

「リンクくにたち」に参加することになっておりま

す。今後も精一杯務めてまいりますので、宜しくお

願い致します。 

本年が会員皆様にとって良い年でありますように

祈念をさせて頂き挨拶と致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

横断幕設置 昨年末 12月 26日 

クラブ会長テーマ  

行動しよう・前進しよう！ 
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日  時：平成 29年 1月 11日（水）  

会  場：例会場   

司  会 :ＳＡＡ            本間委員長 

開会点鐘                    内山会長 

斉  唱：国歌斉唱 

ロータリーソング「日も風も星も」 

四つのテスト 

お客様の紹介                           内山会長 

永見 理夫様 国立市長 

平川 貴浩様 多摩信用金庫 国立支店長 

会長挨拶                       内山会長 

幹事報告                    喜連(元)幹事 

●第２回クラブ会長・幹事会 

 日時 1月 25日（水）15時 

 場所 ハイアットリージェンシー東京 

 出席 内山会長・喜連幹事 

●1月のロータリーレートは、１ドル 116円です。 

委員長報告                     

●喜連(元)クラブ管理運営理事  

年忘れ家族例会の収支報告 報告書を配布 

●長嶋青少年奉仕委員長 2月 10日に第三中学校にお

きまして「中学生と交換留学生との交流会」を行いま

す。来日生 9名、ローテックス 3名が参加の予定です。

給食等の準備の都合がありますので、出席できる会員

の方は事前にお知らせください。メイクアップ扱いと

なります。 

●荘原広報委員長 昨年末は横断幕の設置作業に多く

の方にご協力いただきまして、ありがとうございまし

た。多くの方に見ていただいて広報の一端となったと

思います。撤去作業を 25 日の例会終了後に行います。

ご協力を何卒よろしくお願いいたします。 

●杉田社会奉仕委員長 どんど焼きでは足元の悪い中、

皆様にご協力いただきまして、ありがとうございまし

た。無事に終了できました事を感謝申し上げます。 

今月の各種お祝い                     

■入会記念月 

小澤谷守会員（在籍 17年） 

寺澤 武会員（在籍 12年） 

本間康彦会員（在籍 12年） 

喜連紘子会員（在籍 11年） 

近藤佳子会員（在籍 11年） 

佐伯和美会員（在籍 11年） 

■会員誕生月 

 小澤孝造会員（23日）  

1月誕生月の北島正典会員・小澤孝造会員・岡本貞雄会員 

高柳栄造会員（14日） 

岡本貞雄会員（31日） 

北島正典会員（ 2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 

林   会員夫人・恵美子様 

ニコニコＢＯＸ         大神田親睦活動委員 

●内山会長 新年明けまして、おめでとうございます。

本年も宜しくお願い致します。永見市長にはお忙しい

所ご来会下されありがとうございました。下半期に入

りましたが、会長としてしっかり努めて参りますので

会員の皆様のご協力を宜しくお願い致します。 

●喜連元昭幹事 あけましておめでとうございます。

大神田会員におかれましては新年の良き日にご栄転と

の事、今後の益々のご活躍を祈念致します。後任の平

川貴浩様これからよろしくお願いします。 

●小澤孝造会員 2017 年が皆様にとって輝ける年で

ありますように!!本年も宜しく御願い致します。又、

誕生祝ありがとう御座居ます。 

●津戸会員 謹賀新年 

●五十嵐会員 新年明けましておめでとうございま

す。今年も宜しくお願い申し上げます。ご退会の大神

田支店長お世話になりました。ご入会の平川様ご歓迎

申し上げます。 

●時田会員 新年明けましてお目出とうございます。

今年は 50 周年に向けての大事な年であろうかと思い

ます。皆様で力を結集して頑張りましょう 

●吉野会員 新年おめでとうございます。本年も皆様

にとって良い年でありますように。 

●杉田会員 どんど焼きには大変お世話になりまし

た。無事に終了でき、皆様に感謝申し上げます。 

●村上会員 明けましてお目でとうございます。今年

も宜しくお願い致します。内山・喜連丸の無事の折返

しお喜びいたします。我々のグループの補佐・幹事年

度も近づいてきました。内山・喜連年度、次年度７月

からのガバナー補佐・幹事もよろしく！ 

第 2305回例会 1月 職業奉仕月間 
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●岡本貞雄会員 新年明けましておめでとうござい

ます。本年もよろしくお願い申し上げます。また誕

生月のお祝いをありがとうございます。 

●小澤谷守会員 新年おめでとうございます。先日

は「どんど焼き」ご苦労様でした。平成 29年もみん

なで仲良くガンバリましょう！ 

●山崎会員 おめでとうございます。今年もたくさ

んお世話になります。 

●石塚会員 新年明けましておめでとうございます。

昨年末の国立市長選では永見さんにご協力いただき

有り難うございました。今年もよろしくお願い致し

ます。 

●寺澤会員 明けましておめでとうございます。本

年も宜しくお願い致します。大神田支店長、お世話

になりました。後任の平川支店長ロータリー活動を

楽しんで下さい。 

●木島会員 内山・喜連年度も半ばを過ぎました。

後半もこの天候同様、素晴しいものとなることを祈

念しております。 

●荘原会員 新年あけましておめでとうございます。

今年もロータリー活動を通して、皆々様のご多幸を

お祈り申し上げます。永見国立市長のご来訪歓迎い

たします。 

●大神田会員 一年間という短い期間でしたが、大

変お世話になりました。初めてのロータリークラブ

で最初は不安もありましたが、楽しく過ごさせて頂

きました。本当にありがとうございました。後任の

平川支店長も引き続きよろしくお願い致します。 

●会報委員会(秋廣会員・遠藤常臣会員) 新年明け

ましておめでとうございます。より充実した週報作

りに励みます。 

●出席奨励委員会(遠藤直孝会員・小川会員・喜連紘

子会員・佐伯会員) 平成 29 年あけましておめでと

うございます。今年も皆々様の幸せいっぱいのお年

でありますようにお祈り申し上げます。出席 100％め

ざして今年も元気にいきましょう。 

●SAA委員会(本間会員・山口会員・青木会員・近藤

会員・北島正典会員) 明けましておめでとうござい

ます。先日のどんど焼き、ご苦労様でした。あと半

年となりましたが、会員の皆様のご協力をよろしく

お願いします。 

ニコニコ BOX合計 84,000 累計 1,114,000円 

出席報告           喜連(紘)出席奨励委員 

   １月１１日 在籍４６名中 出席３４名   

 前々回(12月 28日) 規定休会        

閉会点鐘                     内山会長 

 

乾杯          第 31代会長 時田会員 

私達、国立ロータリークラブ

は年度を重ねていよいよ50周年

が目前に控えております。こう

いった中では、会員の皆さんの

結集がなければ大きな記念行事

を開くことが出来ませんので、

是非皆さんのご協力をいただきたいと思います。今

年は特にガバナー補佐・グループ幹事、村上さん・

山崎さんが国立 RCとして出ます。どうか活躍をして

いただきたいと思います。おめでとう（乾杯） 

来賓ご挨拶        国立市長 永見理夫様 

新年おめでとうございます。  

12月 25日の選挙ではクリス

マスプレゼントをいただき、御

礼申し上げます。1月になり予算

のヒアリングの最中のため、本

日もすぐに出なくてはいけなく、

お許しください。 

三が日は晴天続きで素晴らしいお正月でした。順

風満帆な市政運営を進めて参りたいと思っています。

今年 1年も頑張らせていただきたいと思っています

ので、是非、御理解ご協力を賜りたく、本年もよろ

しくお願いいたします。 

（時間の都合により例会の中でご挨拶をいただきました） 

ご挨拶 

大神田礼彦会員(多摩信用金庫国立支店)転勤の挨拶 

 1年間短い時間でしたが、楽しくロータリー活動を

やらせていただきました。初めはすごく不安でしたが 

イベント等で楽しみながら活動をさせていただき良い

1年間をすごさせていただきました。皆様お体に気を

付けて今後もご活躍をお祈りしています。本当にあり

がとうございました。 

平川貴浩 (多摩信用金庫国立支店長)新任の挨拶   

国立支店は代々歴史と

文化の街ですので大変緊

張しております。東大和

支店で 3年、秋川支店で

3年、ロータリーに参加

をしてきました。大神田

さんの後を引き継いで一

生懸命にやっていきます 

ので、よろしくお願いします。 

 

(左)平川貴浩氏 

(右)大神田礼彦会

員 
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今年も、平成 29年１月９日 第 40回塞の神どんど焼

きが、谷保第三公園で行われました。前の日からの雨で

一部ぬかるんでいましたが、無事挙行されました。 

孟宗竹取り 前日の１月８日には、これも恒例となって

いる、会員の杉田和男宅にて、かまくらの心柱となる孟

宗竹取りが国立ロータリー会員 14名で行われ、約 15

本の孟宗竹を切り出し、第三公園に搬入しました。併せ

て、小澤谷守氏経営の冨士見台幼稚園の倉庫から団子蒸

し器等の搬入も行いました。 

 杉田さんのお話しでは、杉田宅からの孟宗竹を切り出

しは、約 20年前から始まったそうで、それ以前のかま

くらは、文字どおりの「かまくら」で、藁で小屋を造り、

どんど焼き当日燃やすまで、子供達がその「かまくら」

の中で遊んだそうです。毎年切っても、切っても生えて

くる孟宗竹の生命力には関心しますが、新会員の本多さ

んのロープさばきの素晴らしさに、佐伯会員が感心し、

驚いておりました。御苦労様でした。    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

孟宗竹の 

切り出し 

トラック積込 

 

 

 

 

 

 

 

↑↓早朝よりだんご蒸し・うどん作り 

↓点火：内山会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

塞の神どんど焼き 当日の１月９日は、朝５時から多

くの方々が参集し、まゆ玉蒸し・うどん作りを行いま

した。大変寒い中、早朝から参加された会員の皆様ほ

んとうに御苦労様でした。午前 11時、移動例会をか

まくらの前で行い、記念写真をとりました。この日も

黄色のジャンパーが大変目立ちましたね。 

午前11時30分から点火式が谷保天満宮禰宜の津戸

弘樹氏の祝詞奏上で厳かに行われ、無病息災を祈念し、

内山会長含め各団体の方々による点火、二基のかまく

らは一気に燃え上がりました。 

式典の挨拶は、今年度の塞の神どんど焼き実行委員

長（東京国立白うめ RC会長）内山氏の開会の挨拶の

あと、永見理夫国立新市長が「伝統あるこの塞の神ど

んど焼きをこれからも承継し、継続していきましょ

う。」と挨拶されました。 

その後、参加者達は、竹の先に付けた｢まゆ玉｣を燃

えるかまくらで炙り、無病息災を願いました。尚、こ

の竹の棒は、数年前までは、多摩カントリークラブな

どの多摩近隣の竹藪から、国立ロータリー会員や実行

委員の方々が中心となって採取しておりましたが、近

年は諸事情により買っているそうです。午後３時半に

は、団子蒸し器等の片付けをし、無事終了。二日間に

わたり、奮闘協力して頂いた、親睦活動委員会の方々

をはじめ多くの会員に感謝いたします。 

尚、午後５時から、実行委員会の反省会が「スエヒ

ロ」で行われ、いくつかの反省点や今後の教訓があっ

たそうです。その内容は、今後報告されると思います。

実行委員会発表の塞の神どんど焼き参加者数は約

2,000名だそうです。（会報委員：秋廣） 


