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クラブ会長テーマ　奉仕を通じて、みんなが輝こう！
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日　　時：平成 29年 12月６日（水）　
会　　場：例会場　
司　　会 : ＳＡＡ    　　　　　 　　  岡本 ( 正 ) 委員長　　　
開会点鐘：　　　　 　　　　   　 　 　小澤（谷）会長
お客様の紹介　　　　　　　　　　   　小澤（谷）会長
中村　早苗様　東京国分寺RC
岩﨑　太郎様　東京立川こぶしRC
会長報告 　　 　　　　　　　      　    小澤（谷）会長
●ライオンズクラブの 20周年式典が 11月 30 日にあ
りました。百獣の王ライオンにちなんだ応答がされてい
て、会によって違うなあと感じた次第です。
幹事報告    　　　　　　　　　  　　　　　　寺澤幹事
● 12月のロータリーレートは１ドル 112円です。
委員会報告　
●次週の卓話　　　　　　　　　近藤プログラム委員長
次週は林会員の卓話です。神社の例会場ですが、津戸宮
司に許可をいただき、クリスマス会をいたします。聖歌
隊も 10名ほど来ますので、皆さん楽しみにいらしてく
ださい。
●記念事業委員会の開催について　吉野記念事業委員長
本日の例会終了後に、創立 50周年記念事業委員会を開
催しますので委員の方はご出席ください。
■年次総会　　
●年次総会にあたって　　　　　　　　小澤 (谷 ) 会長

　本日の出席者は 42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、内山指名委員
長お願いいたします。
●会長ノミニーの指名　　　　　　      内山指名委員長
　定款第 13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 1 日理事会決定に
基づき指名委員会が発足し、会合を重ねました。11月

第2345回例会報告

▲ 大学通りのイルミネーション
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8 日の歴代会長会でのご意見も参考にし、11 月 22 日
に開催いたしました指名委員会において、2020 － 21
年度会長（次年度会長ノミニー）に山崎義晴会員を、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　　喜連 (元 ) 会長エレクト
　次年度は創立 50周年の実行委員長の方には、できる
だけ負担のないように勘案しながら決めました。
　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・役員を発表いたします。
◎2018-19年度理事・役員

副会長………………………………………………内山健治
会長エレクト………………………………………遠藤常臣
会長ノミニー（クラブ管理運営理事）…………山崎義晴
幹  事……………………………………………… 小澤崇文
会計理事……………………………………………秋廣道郎
会員組織理事 ……………………………………  村上隆秀
クラブ広報理事……………………………………木島常明
奉仕プロジェクト理事……………………………本間康彦　
米山奨学・ロータリー財団理事…………………北島正典　
直前会長……………………………………………小澤谷守
会  長……………………………………………… 喜連元昭 
　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、小澤 ( 谷 ) 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。（拍
手を確認）ありがとうございました。
●ご挨拶　　　　　　　　      　喜連 ( 元 ) 次年度会長　
  次年度の準備もスタートし
ましたが、何と言っても創
立 50 周年を成功させるこ
と、そしてロータリーの存
在を内外に PR していきた
い。そして、もう一つは従
来通り会員相互の親睦を高
めながら、奉仕活動をやっていきたいと思います。
　忙しい年になろうかと思いますが、皆さんのご協力を
よろしくお願いいたします。
（次年度理事会メンバーは一時退席し、次年度のＳＡＡ
委員長を決めるための理事会を開催）
●次年度ＳＡＡ委員長発表　   　喜連 ( 元 ) 次年度会長
  第１回理事会の結果、ＳＡＡ委員長は寺澤武会員にお
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　　　　　　　　　　　      小澤 ( 谷 ) 会長
● 17-18 年度理事・役員について　
ただいま年次総会で承認をいただきました。
●横断幕設置について　　　関 (重 ) 広報・IT 委員長
新年に向けて谷保天満宮参道に「迎春」の横断幕の設置
を 12月 25日（月）午後 3時より行います。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。
●塞の神どんど焼きについて 
1/7 の前日準備 10時 30分より、メイクアップ扱いで
す。1/8 当日は朝 6時から作業を行います。1/24 の例
会振替です。ご協力をお願いいたします。
●新年賀詞交歓会について　
1月 10 日 ( 水 ) の例会が新年賀詞交歓会です。国立市
長宛に招待状を送付します。
●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、皆様に募金のお願いにあがります。
ご協力をお願いいたします。
●下期年会費について
請求書は 1月に発行いたします。年会費半期 135,000
円と周年行事積立金 10,000 円、合計 145,000 円です。
●東京小金井RC創立 55周年事業「こがねい寄席」の
ご案内がありました。多摩中グループの会合でもご案内
がありましたので、クラブで 10枚購入いたします。行
かれたい方は事務局にお申出ください。
●事務局の年末年始のお休みについて
　12月 28日 ( 木 ) ～ 1月 4日 ( 木 )　
この間の連絡は寺澤幹事にお願いいたします。
今月の各種お祝い   　　　　　　　長嶋親睦活動委員長
入会記念月
山口 康雄 会員（在籍 28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）
遠藤　　久会員（10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
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▲ 誕生月の吉野会員、小澤（崇）会員、秋廣会員、
    岡田会員、遠藤（久）会員

鈴木会員夫人・真紀子様
平川会員夫人・美佐子様
矢澤会員夫人・由季様

ニコニコＢＯＸ 　　  　 　　　　  　高柳親睦活動委員
●中村早苗様 ( 東京国分寺RC次年度会長 ) 岩﨑太郎様
( 東京立川こぶし RC次年度会長 )　本日はロータリー
財団でお世話になった伊藤達弥さんのご紹介で訪問させ
て頂きました。よろしくお願いします。
●小澤谷守会長　いよいよ 12月に入り、会員の皆様に
はお忙しい日々をお過しの事と思いますが、体調には充
分注意して下さい。東京国分寺RC中村様・東京立川こ
ぶしRC岩崎様のご来会歓迎いたします。
●寺澤幹事　12月になり折り返し地点に近づいており
ます。引き続き皆様のご指導・ご鞭撻の程お願い申し上
げます。昨日は地区関係やホストファミリーの応援に多
くの会員に出席していただき誠にありがとうございまし
た。又、妻の誕生日お祝いありがとうございました。立
川こぶし岩﨑様・国分寺中村様のご来訪歓迎致します。
●津戸会員　御酉様の熊手をお分かちします。地裁熊手
で大きな福をかき集めて下さい。
●時田会員　毎年谷保天満宮のくまで有難うございま
す。昨晩の励ます会の企画にあっぱれを差上げたいと思
います。
●吉野会員・杉田会員　今月は私の誕生月です。ニコニ
コいたします。
●村上会員　昨日は激励会を開催して頂きありがとうご
ざいます。あと半年ガンバリます。立川こぶしRC岩﨑
様、国分寺RC中村様のご来会歓迎します。
●秋廣会員　誕生日のお祝い有難うございました。74
才になりました。
●山崎会員　昨日の会では、ありがとうございました。
立川こぶしRC岩﨑様、国分寺RC中村様ようこそ！
●佐伯会員　夫の誕生日祝をありがとうございます。亭
主元気で留守がいいの通り、ただ今は姫路におるようで
す。何をしているのでしょう。
●小澤崇文会員　誕生月のお祝い有難う御座居ます。忘

れておりました。
●喜連元昭会員　立川こぶし RC岩﨑太郎様、国分寺
RC中村早苗様、本日はようこそお越し頂きました。ご
両名様におかれましては、次年度会長に就任される由こ
れからよろしくお願いします。
●伊藤達弥会員　立川こぶしRCの岩﨑太郎様、国分寺
RCの中村早苗様、お二人とも来期会長職としてお忙し
い折ご来訪頂きありがとうございます。お二人とは、地
区の委員会でお世話になりました。太郎チャン・早苗チャ
ン、今日はどうもありがとう。
●岡田会員　お誕生日のお祝いありがとうございます。
うっかり忘れてしまう年になりました。
●関俊之会員　12 月 8日生まれ 60 才チョット、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。
●長嶋会員・鈴木会員・川向会員・北島清高会員　昨夜
はホストファミリー励ます会を開催して頂きありがとう
ございました。6月の帰国までがんばります。●鈴木会
員　妻の誕生日プレゼントありがとう、ございます。
●平川会員　妻の誕生月お祝いを頂きありがとうござい
ます。お陰様で妻は仕事に子育てに充実している様でだ
んだんと強い妻になっています。素敵なプレゼントあり
がとうございました。
●遠藤久会員　昨日はご来店ありがとうございました。
皆さんが楽しそうに飲んでいる姿を拝見して、私達も元
気をもらいました。ご利用ありがとうございました。ま
た誕生日のプレゼントまでいただきまして、ありがとう
ございます。
☀ニコニコBOX  合計 70,000 円　累計 738,000 円
出席報告　　　　　 　　 　　 遠藤 ( 久 ) 出席奨励委員
　　　12月 6日　在籍 49名中　出席 42名 
　　　前々回 (11 月 22日 )　 出席率 95.65％ 
閉会点鐘 　　　   　 　 　　 　　　　  小澤 ( 谷 ) 会長
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セレモアホールディングス㈱　
稲村 喜美子さん

▲ ブランコ通り店前の稲村会員

■今日は、㈱セレモアの総本社を訪問し、セレモアグル
―プの業務や取組みについてお聞きしました。
　当日は、稲村喜美子会員、セレモアホールディングス
㈱常務取締役・大竹静江様、常務取締役・山中秀樹様が
本社応接室にてご対応して頂きました。応接室には、た
くさんの感謝状が並んでおり、中には警視総監からの感
謝状も拝見し、社会貢献性の高い企業風土を実感しました。
■セレモアホールディングスは、1都 4県をサービスエ
リアとし、家族葬・一般葬から 4万人規模の社葬・お別
れの会・公葬の実績があります。また、約 2,400 団体の
官公庁、企業、団体と福利厚生としての契約を結んでい
ます。
　契約団体に勤務する人はもちろん、その家族・親族の
皆さんも特別割引特典が利用できます。そして、葬祭業
として東京都で初めて、品質保証の国際規格 ISO9001
認証を取得。JECIA の評価認定を受けたセレモアの上質
なサービスを提供しています。
　また、葬儀・仏事のあらゆる事前相談を、伊勢丹・東
急百貨店・京王百貨店などの都内有名デパートや駅ビル
内など、東京首都圏 40 ヶ所以上の事業所窓口で承り、
そうした総合支援体制が、たくさんの方から選ばれる理
由だと思いました。
■稲村喜美子会員は、平成 9年に入社、入社 20年にな
ります。本社勤務⇒営業⇒国立南口ブランコ通り店の店
長を任されています。大竹常務、山中常務からのお話を
聴きますと、稲村会員は当社でも中枢の存在であり、稲
村会員への信頼は非常に厚く、今後も当社での活躍が更
に期待される人財のよう見受けられました。
■社員教育の徹底として、心からのおもてなしで満足い

ただけるよう、クレド（信条）を基本とした徹底的な社
員教育を実施しています。
　全員で心を合わせ、向上心をもち、お客様に究極のサー
ビスをご提供しております。毎朝朝礼では、クレドカー
ドの読み合わせを行い、会社行事では社員皆で社歌を歌
い、経営理念や社長の信条を社員一人ひとりへ浸透を
図っているとの事です。
　社員教育の影響からか、筆者が総本社を訪問した第一
印象は、とても社員皆さんの挨拶・礼儀作法・そして、
おもてなしが素晴らしく、好印象を受けました。
■注目されているサービスの東民救（東京民間救急サー
ビス）とは、民間の患者移送サービスです。救急車（119
番）を利用するほどでもないが、病院などへ患者さんを
連れて行きたいときや、ご家族に手がないときなど、い
つでも、どこへでもご都合に合わせて移送します。要望
に応じて救急救命士が同乗します。
　先日のサウジアラビア国王来日の時は、民間の緊急
サービスとして、国王の元、サポートを務めたとの事です。
■最後に、当社副社長の辻智子様と国立音大の教授久元
祐子様（内外のオーケストラや合奏団と多数共演）にセ
レモアコンサートホールをご案内して頂きました。
　当社の文化事業（一般財団法人・セレモア文化財団）
のご案内をして頂いた後、ショパンンが保有していたピ
アノ（1843 年製造プレイエル）による生演奏ショパン
の名曲 ｢ノクターン｣ を聴かせて頂きました。なんとも
贅沢で優雅なひと時を味あわせてもらいました。
　セレモアグループの皆様お忙しい中、取材に対する最
高の ｢おもてなし｣ をして頂き感謝しています。
　ありがとうございました。　　（取材・平川会報委員）

❸
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国立南口駅前ブランコ通り店

▲セレモアホールディングス㈱総本社
　　　　　　　　　　　（立川市柏町）
プレイエルで ｢ノクターン｣ を弾く久元教授▶︎

チーフアドバイザー


