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　新年あけましておめでとうございます。会員の皆様に
おかれましては、ご家族お揃いですばらしい新年を迎え
られたことと拝察いたします。今年も平穏な中で新年を
迎えることが出来、喜ばしいかぎりでございます。
　昨年を振り返りますと、現在、当クラブが例会を、由
緒ある「谷保天満宮」で開催させて戴いている事もあり、
暮れの富岡八幡宮の事件には大変驚かされました。
　又、年間の漢字には「北」が選ばれ、まさに北朝鮮に
振り回された一年という感は致しますが、北朝鮮を一年
の締めくくりの話題・題材にしたく無い「わたくし的」
には、有馬記念で有終の美を飾った、北島三郎さんの所
有馬「キタサンブラック」に置き換えて、「やったね！
サブちゃん」の「北」で締めくくらせていただきました。
　さて、「奉仕を通じて、みんなが輝こう！」のスロー
ガンの元スタートした今年度も、会員皆さまのご協力に
より上半期の活動を終了する事が出来ました事に、心か

ら感謝を申し上げます。
　下半期も「どんど焼き」を皮切りにスタートいたしま
すが、会員皆様には、例会運営・50 周年事業への取り
組み・各種行事へのご参加、ご協力を何卒宜しくお願い
いたします。
　又、地区に出向されている村上ガバナー補佐・山崎グ
ループ幹事・千葉会員におかれましては、御自愛いただ
き更なる御活躍を期待しております。
　交換留学生ホストファミリーの長嶋会員・鈴木会員・
川向会員・北島清高会員には、「インさん」を引き続き
宜しくお願いいたします。
　今年も、会員お一人お一人が、奉仕活動により「自分
も輝き、その輝きを誰かに届けられた」と思える一年に
して行きましょう。
　本年が皆様にとりまして、健康で幸多き年となります
よう、お祈り申し上げて年頭のご挨拶といたします。

新年のご挨拶
2017-18 年度会長　小澤　谷守
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日　　時：平成 30 年 1 月 10 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
新年の挨拶 　　 　　　　　　　      　 小澤（谷）会長

（１ページに掲載）
表　彰
　Ｒ財団ベネファクター　喜連紘子会員

　米山功労者　佐伯和美会員・木島常明会員

幹事報告    　　　　　　　　　  　　　　　　寺澤幹事
● 17 － 18 年度第 2 回ロータリー財団セミナー
日時　2 月 7 日（水）10 時
場所　ハイアットリージェンシー東京
出席　喜連 ( 紘 ) ロータリー財団担当理事
● 18 － 19 年度補助金管理セミナー
日時　2 月 7 日（水）14 時
場所　ハイアットリージェンシー東京
出席　喜連 ( 元 ) 会長エレクト・小澤 ( 崇 ) 副幹事
● 18 － 19 年度　第 2 回多摩中グループ協議会
日時　1 月 22 日（月）18 時
場所　立川グランドホテル
出席　喜連 ( 元 ) 会長エレクト・小澤 ( 崇 ) 副幹事
● 17 － 18 年度　第 7 回多摩中グループ協議会

日時　1 月 29 日（月）18 時
場所　パレスホテル立川
出席　小澤 ( 谷 ) 会長・寺澤幹事
●ガバナーより（地区指名委員会からの報告）
2020 － 21 年度ガバナーに就任するガバナーノミニー・
デジグネートは東京銀座 RC 福原有一会員を確定したと
の報告を受けました
● 1 月のロータリーレートは １ドル 114 円です
●東京小金井 RC「こがねい賑やか寄席」チケット
　10 枚希望者に配布します。希望の方は事務局まで。
　2/17（土）宮地楽器大ホール 14 時開演
●下期（平成 30 年 1 月〜 6 月）の年会費の請求書をメー
ルボックス ( 引出 ) に入れましたので 1 月末までにお振
込みをお願いします。
委員会報告
●どんど焼き参加のお礼　北島（清）社会奉仕副委員長
　先日開催された塞の神どんど焼きでは、前日の準備作
業と、当日は早朝から参加くださいましてありがとうご
ざいました。今年度はもう一つ「さくらフェスティバル」
がありますので、その際もご協力のほどよろしくお願い
いたします。
●炉辺の開催について　　　　 関（重）広報 IT 委員長
　本日の例会終了後に広報 IT 委員会の炉辺を開催しま
すので、委員の皆様の出席をお願いいたします。
　また、「迎春」の横断幕の撤去作業を、1 月 31 日の
例会終了後に行いますので出席してください。
●三中と交換学生の交流会の実施について
　　　　　　　　　　　　北島（正）青少年奉仕委員長
　国立市立国立第三中学校と交換留学生との交流会は、
2 月 9 日（金）午前 10 時 20 分から開催されます。
　委員会のメンバーが少ないので、会員の皆様の積極的
な参加を期待しております。準備がありますので、出席
される方はお申し込みください。
入会式　
新入会員の紹介　　　　　　　　　　　　　　寺澤幹事
　稲村さんに代わって入会されました二階堂由佳さんを
ご紹介します。二階堂さんは平成 28 年に（株）セレモ
アに入社され現在に至っております。立川市にお住まい
で、大学生のお嬢さんが２人いらっしゃるそうです。
　趣味はスポーツの観戦と、平成 23 年にはハーバルセ
ラピストを取得されたそうです。またゴルフを始めよう
と、道具は揃えてあるということで、ゴルフ同好会から
の勧誘を待っているということです。
　所属は親睦活動委員会と社会奉仕委員会です。

第 2348 回例会報告
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▲ 誕生月の小澤（孝）会員、岡本（貞）会員、北島（正）会員

入会の挨拶　　　　　　　　　　　　　　　二階堂由佳
　本日、格式の高い東京国立
ロータリークラブに入会でき
とても嬉しく思います。
　まだ何もわからないので、
皆様のご指導のもと、社会奉
仕に勤めて参りますのでよろ
しくお願いいたします。
　ゴルフ頑張ります！
今月の各種お祝い 　  　 　　　　 長嶋親睦活動委員長
入会記念月
小澤谷守会員（在籍 18 年）
寺澤　武会員（在籍 13 年）
本間康彦会員（在籍 13 年）
喜連紘子会員（在籍 12 年）
近藤佳子会員（在籍 12 年）
佐伯和美会員（在籍 12 年）
会員誕生月
小澤孝造会員（23 日）
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
小澤孝造会員夫人　輝子様 
高柳栄造会員夫人　里子様
林　幸司会員夫人　恵美子様
ニコニコＢＯＸ 　　  　　　　　　   三田親睦活動委員
●小澤谷守会長　新年あけましておめでとうございま
す。本年下半期も皆様のご協力宜しくお願い致します。
新年そうそう二階堂新会員を迎えられますこと、本当に
うれしいかぎりです。
●寺澤武幹事　明けましておめでとうございます。皆様
のご指導・ご協力のもと折り返すことが出来ました。後
半も頑張って取り組んで参りますので宜しくお願い申し
上げます。
●小澤孝造会員　明けましておめでとう御座います。本
年も宜敷くお願い致します。又、今月はワイフ共々の誕
生祝いありがとうございます。
●津戸最会員　謹しみまして新春をお慶び申し上げま
す。多数のロータリアンの皆様初詣有り難うございます。
今年の正月は七草まで快晴に恵まれ天満宮の創設以来の
参拝者で賑わい、これも宮司様の日頃の良き行いの賜物
ではないでしょうか？
●山口康雄会員　おめでとうございます。本年もよろし

くお願いします。
●時田千弘会員　明けましておめでとうございます。今
年も出席委員会として皆様にお願いがありますのでよろ
しく。
●吉野利春会員　会員の皆様新年おめでとうございま
す。本年も元気でロータリーの例会に出席しましょう。
●杉田和男・秋廣道郎会員　明けましておめでとうござ
います。今年も宜しくお願いします。
●内山健治会員　明けましておめでとうございます。今
年も宜しくお願い致します。小澤会長、村上ガバナー補
佐には後半戦になりますが、頑張って下さい。
●関重寿・青木健会員　新年明けましてお目でとうござ
います。新年からどんど焼き等ご苦労様でした。１月
３１日の横断幕取り外し宜しくお願い致します。会報も
よろしく。
●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、本日は
誕生月のお祝いをいただきありがとうございます。
●岡本正伸・岡田みどり・近藤佳子・小川誠（ＳＡＡ委
員会他１名）　新年明けましておめでとうございます。
残り半年ＳＡＡとして頑張って参りますので会員の皆様
のご協力を重ねてお願い致します。
●山崎義晴・遠藤常臣会員　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いたします。また、二階
堂さんの入会歓迎しまあす。
●本間康彦会員　初例会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。新入会二階堂様一緒にガン
バリましょう。
●木島常明・秋山治一会員　明けましておめでとうござ
います。年末年始と続いた好天候と同様に極めて穏やか
な世界・世相を期待しています。小澤会長、寺澤幹事あ
と半年頑張って下さい。全会員のご活躍を祈念致します。
●喜連紘子・遠藤直孝・小澤崇文・千葉伸也・伊藤明会
員　新年おめでとうございます。本年も宜しくお願いし
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▲まだ暗いうちから作
業する会員のみなさん。

▲ 7 日午前 11 時から孟宗竹取りの作業に参加した会員（杉田会
員宅）。この後、どんど焼きの会場での準備作業にも従事した。

ます。
●佐伯和美会員　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いたします。また、米山奨学金寄付
への証を頂戴し光栄と存じます。ありがとうございま
す。アジア諸国の若者を受け入れ日本を理解して戴くこ
とは、日本の未来への先行投資であり、ひいては世界平
和につながると思い、少額ながらインドネシアのデビさ
んに思いを馳せ寄附いたしました。尚、デビさんより皆
様に宜しくとのメールを新年に戴いております。
●北島正典会員　賀詞交歓会おめでとうございます。誕
生日祝いありがとうございます。私事ではございますが、
先日の出初式において国立市長より地域防災の感謝状を
いただきました。二階堂会員心より歓迎いたします。ト
リプルでお祝いと言うことでニコニコさせていただきます。
●平川貴裕会員　新年明けましておめでとうございま
す。今年もどうぞよろしくお願いいたします。本日は所
用により早退させて頂きます。申し訳ございません。
●二階堂由佳　本日より入会させていただきます。宜し
くお願い致します。

●社会奉仕委員会　関俊之・北島清高会員　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致しま
す。また、新年早々の「どんど焼き」には、前日準備、
当日は早朝から会員の皆様の御協力大変ありがとうござ
いました。新会員の二階堂様楽しみましょうロータリー
ライフ‼
●青少年奉仕委員会　北島正典・秋山治一会員　社会奉
仕委員会の皆様どんど焼き大変ごくろうさまでした。本
日の賀詞交歓会親睦委員会・ＳＡＡ委員会の皆様よろし
くお願いします。２月９日国立３中生との留学生交歓会
も併せて会員の皆様よろしくお願いします。
●長嶋孝子・三田幸子・川向輝樹・鈴木政久会員（親睦
活動委員会）　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します。
☀ニコニコ BOX  合計 102,000 円累計 1,035,000 円　
出席報告　　　　 　　 　　　　　時田出席奨励委員長
　　　1 月 10 日　在籍 49 名中　出席 41 名  
　　　前々回 (12 月 20 日 )　出席率　95.45％ 
閉会点鐘 　　　   　 　 　　 　　　  　小澤 ( 谷 ) 会長

塞の神どんど焼き
第 41 回塞の神どんど焼きは、1月 8日（成人の日）
に国立市谷保第三公園で開催された。例年通り 11時
からは移動例会（24日、第2350回の振替）が行われた。
わがクラブは社会奉仕委員会を中心に、前日の孟宗竹
取りの作業に引き続き、当日は午前６時から、団子を
蒸す作業や朝食の提供など、懸命に奉仕の汗を流した。

▲当日（8 日）の午後からは雨の予報だったが、点火ごろから青
空が広がり、薄日がさしてきた。参加者たちは、燃え盛る炎に今
年１年の家内安全と無病息災を願った。

▲移動例会後の記念撮影。今回のどんど焼きは例年よりも人出が
少ない。1500 人ぐらいだという。それでもわがクラブは、ひと
きわ目立つ黄色いジャンパーで、クラブの存在をアピールした。


