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2018-19 年度がスタート

第 2370 回例会報告

日　　時：平成 30 年７月 4 日（水）　
会　　場：例会場　　
司　　会 : ＳＡＡ    　　　　　　　　　　　寺澤委員長

開会点鐘　　　　 　　　　   　  　　　　 喜連元昭会長
斉　　唱：国歌斉唱
ロータリーソング「奉仕の理想」・「四つのテスト」
お客様の紹介　　　　　　　　　　　　　 喜連元昭会長
安保　満様　多摩中グループガバナー補佐

理事役員就任退任奉告祭



相田禎延様　　　〃　　　　グループ幹事
上田吉生 様　東京国立白うめ RC 会長
佐伯　浩 様　　　　〃　　　　　幹事
ﾆｯﾁｬｶｰﾝ・ﾁｭﾘｬｰﾉﾝさん　青少年交換来日生
感謝状・記念品の贈呈 　　　　　　　　　喜連元昭会長

　皆様改めましてこんにちは。先ほど、今年度の役員の
皆様とともに天満宮の本殿において奉告祭を行い、お祓
いを受けてまいりました。これをもっていよいよ現実が
始まるのかと心が引き締まっているところでございま
す。また、更に初日より、安保ガバナー補佐と相田地区
幹事、そして白うめロータリークラブの上田会長、佐伯
幹事にもご臨席を賜り有難うございます。皆様の視線と
同時に、安保ガバナー補佐の優しい中にも鋭いチェック
の視線をこの辺にピリピリ感じていまして、まるで五十
数年前に入社試験面接を受けて居る様な緊張感を感じて
いるところでございます。
　さて、今年度は、昨年の小澤会長のもとに皆で輝いた
クラブの火を保ちながら、かつ五十周年事業も推進する
という、大変責任の重い年度と感じております。その中
で、国際ロータリーのバリー・ラシン会長の発信された 
BE THE INSPIRATION というメッセージの意味は奥深
いものがありますが、一言で言えばみんな元気で頑張っ
て活動の輪を広げようということ素直に解釈しました。
　私はこれを受けて、クラブの今年のテーマを「進化の
足跡を残そう」とさせて頂きました。進化とは言い換え
るなら、環境の変化に対応しながらより良い形に進歩し
ていくことでありますが、当クラブもこれまで様々な危
機に直面しながら対処して進化してきました。また、一
昨年は国際ロータリー定款の変更などロータリークラ
ブの基本戦略の見直しがありました。これが進化への戦
略であったかどうかは、後々の歴史が決めていくことに
なろうかと思いますが、少なくとも、公共イメージの形
成に重点をおいた活動、職業分類の基本的廃止などでク
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ラブの入会の門戸を広げることなど、当クラブもそれに
沿って活動内容を進化させていくことになります。
　一方では、当クラブの伝統であります、親睦や地域の
活性化につながる活動など、これは更にやり方を磨いて
次の世代にお手本として引き継いで行きたいと思いま
す。丁度五十周年の節目を迎え、進化のために変えてい
くもの、変えてはならないものを整理し、磨いていくも
のは磨いて記録に残し、或いは自分の心の中にとどめて
自分自身を高める糧とする、これを足跡と呼ばせていた
だきました。勿論 “ 足あと ” と呼んでいただいても一向
に構わないのですが “ 足あと “ はすぐに消えてしまいそ
うなので、“ そくせき ” の方がしばらくは持つような気
がしてそうしました。これから一年、皆様と共に緊張感
をもって役目を果たして行きたいと思いますのでどうぞ
よろしくお願いします。

　この度、喜連会長の幹事として、皆様のお力をお借り
して、支えていきたいと思っています。こう見えて、若
干割れ物注意というところがありますので、皆様やさし
く 1 年間よろしくお願いいたします。
　　　　　　　　　　　　　＊
ご挨拶 　　　　　安保ガバナー補佐・相田グループ幹事
　はじめに、前年度多摩中グ
ループを精力的に率いて下さ
いました、村上ガバナー補佐・
山崎グループ幹事に心より敬
意を表するとともに厚く御礼
を申し上げます。また今年度の喜連会長・小澤幹事にお
かれましては、多摩中グループの協議会に円滑な運営に
大変ご尽力いただき感謝申し上げます。また 8 月下旬に
ガバナー公式訪問が催されるなか、表敬訪問・クラブ協
議会の日程にもご協力をいただき御礼を申し上げます。
　2018-19 年度 RI のバリー・ラシン会長は BE THE 
INSPIRATION というテーマを掲げられ、ロータリーは
可能性を指し示し、そこに到達する意欲を引出し、行動
を通じて世界のインスピレーションになるための道を築
いてくれるものだと言われました。また当地区の服部ガ
バナーは ｢つながりを大切に｣ を地区の運営方針として、
ポリオの撲滅の達成、クラブの基盤強化・維持の支援、
会員・クラブ・RI のつながりの強化、等々。特につなが
りの強化に関しましては、皆様のお手元に届いています

▲ 小澤谷守前会長と寺澤武前幹事へ感謝状を贈呈 

　　

就任のあいさつ

　会　長　喜 連 元 昭 就任のあいさつ

2018 － 19 年度　

2018 － 19 年度

幹　事　小 澤 崇 文
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｢ガバナー月信特別号｣の発行、スマホや PC で使えるロー
タリーアプリケーションの制作を行なっております。ま
たグアムでの地区大会では様々な企画を用意いたしてお
り、多くの皆様のご出席をお待ち申し上げております。
多摩中グループではＩＭを 5 月 16 日で開催し詳細を検
討しております。
　私の役割は、多摩中グループのクラブが効果的なクラ
ブとなる様に支援する事、ロータリアンが意欲的に活動
できるよう、クラブと地区の間に入ってつながりを強化
する事が、私が考えている目標を達成する手段に成り得
るのではないかと考えております。対話とか文脈の共有
を通じて多摩中グループに仲間ですとかチームといった
連帯感を育んでいく事、これが重要と考えて行動をして
いく所存です。1 年間よろしくお願いいたします。
　　　　　　　　　　　　　＊
ご挨拶　　　　東京国立白うめ RC 上田会長・佐伯幹事
　東京国立ＲＣの喜連会長・
小澤幹事そして親クラブの皆
様、新年度おめでとうござい
ます。東京国立白うめＲＣ会
長の上田と幹事の佐伯です。
1 年間よろしくお願いいたします。
会長報告 　　 　　　　　　　    　　　　喜連元昭会長
本日 11 時 30 分より谷保天満宮において新旧理事・役員・
地区委員の就任退任奉告祭を執り行いました。また、10
時 30 分より今年度第 3 回定例理事会を行いました。承
認事項につきましては、次週のクラブフォーラムにて報
告いたします。
●地区役職委嘱状　千葉伸也会員
公共イメージ委員会・クラブ広報支援委員会　委員
幹事報告      　　 　　　　　　　　　　 小澤崇文幹事
　本日はありません。
　　　　　　　　　　　　＊
今月の各種お祝い   　　 　　　　　鈴木親睦活動委員長
入会記念月
岡本貞雄会員 ( 在籍 23 年 ) 小澤崇文会員 ( 在籍 19 年 )
遠藤直孝会員 ( 在籍 11 年 )  伊藤一彦会員 ( 在籍   9 年 )
喜連元昭会員 ( 在籍   7 年 )  千葉伸也会員 ( 在籍   4 年 )
伊藤   明会員 ( 在籍   4 年 )  川向輝樹会員 ( 在籍   2 年 )
遠藤   久会員 ( 在籍   1 年 )  矢澤和成会員 ( 在籍   1 年 )
山岡眞茂会員 ( 在籍   1 年 )
会員誕生月
遠藤 直孝会員（31 日）　
伊藤 一彦会員（10 日）
喜連 元昭会員（28 日）
伊藤　明 会員（26 日）

夫人誕生月
津戸会員夫人 敏子様  
岡本 ( 正 ) 会員夫人 芳江様
小澤 ( 谷 ) 会員夫人 あゆ子様 
伊藤 ( 明 ) 会員夫人 久美子様
遠藤 ( 久 ) 会員夫人 恵美子様
ニコニコＢＯＸ 　　  　 　         本多親睦活動副委員長
●上田吉生様・佐伯浩様（東京国立白うめ RC）　今年度
初例会に参加させて頂き有難う御座います。喜連会長・
小澤幹事、今後共一年間ご指導の程宜しくお願いします。
●喜連元昭会長　皆様これから 1 年格別のご支援ご鞭撻
をよろしくお願いします。早々にご来駕頂きました安保
ガバナー補佐・相田グループ幹事、国立白うめ RC 上田
会長・佐伯幹事有難うございます。又インさんは本日特
別ゲストとして歓迎します。
●小澤崇文幹事　安保ガバナー補佐・相田グループ幹事、
国立白うめ上田会長・佐伯幹事、早々の御来会感謝致し
ます。一年間宜しく御願い致します。
●小澤孝造会員　喜連・小澤丸の順風満帆の船出、御祝
い申し上げます。併せて本年は創立 50 周年事業が遂行
されます。会員皆様の御協力の程お願い致します。
●五十嵐会員　当クラブ 50 周年を迎えるに相応しい喜
連会長・小澤幹事のご就任心よりお慶び申し上げます。
一年間宜しくお願い致します。
●山口会員　喜連年度の発足、お目出度ございます。
●時田会員　今年度は 50 周年節目の年、喜連元昭会長・
小澤崇文幹事中心に役員の方々大変でしょうが良い年度
にしていただきたくお願いしニコニコさせて頂きます。
●吉野会員　本年度、喜連会長・小澤幹事丸の出航を祝
し、ニコニコいたします。
●杉田会員・岡田会員　喜連元昭会長、小澤崇文幹事、
一年間宜しくお願いします。
●内山会員　喜連会長、小澤崇文幹事の本年度、一年間
の活躍を祈ります。創立 50 周年を成功させる為に共に
頑張りましょう。安保ガバナー補佐・相田グループ幹事
ようこそいらっしゃいました。会長の時はお世話になり
ました。又、白うめ RC の上田会長・佐伯幹事頑張って
下さい。
●村上会員　いよいよ 50 周年の年度が始まりました。

▲ 誕生月の喜連元昭会長と伊藤明会員 
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喜連会長・小澤幹事ガンバッテ下さい！安保ガバナー補
佐・相田グループ幹事もガンバッテ下さい。ご来会歓迎
します。国立白うめ RC 上田会長・佐伯幹事 1 年間ガン
バッテ下さい。歓迎致します。
●岡本貞雄会員　喜連・小澤丸の出航を祝し、航海の無
事をお祈りいたします。また、安保ガバナー補佐・相田
グループ幹事、東京国立白うめ RC の上田会長・佐伯幹
事のご来訪を歓迎いたします。
●岡本正伸会員　喜連・小澤丸の船出を祝してニコニコ
します。1 年間のクラブ運営を楽しみにしています。又、
本日は妻の誕生祝を頂きありがとうございます。安保ガ
バナー補佐・相田グループ幹事、東京国立白うめ RC 上
田会長・佐伯幹事の御来訪を歓迎します。
●小澤谷守会員　いよいよ喜連元昭会長、小澤崇文幹事
年度のスタートですね。当クラブ 50 周年記念の年度で
ご苦労も多いと思いますが、苦労をヤリガイに感じ頑
張って下さい。追伸、崇文幹事にはいつもニコニコノン
アルコールですよ！妻への誕生プレゼントありがとうご
ざいます。安保ガバナー補佐・相田グループ幹事、又今
年度、白うめ RC 上田会長・佐伯幹事のご来会、歓迎い
たします。
●山崎会員　喜連会長・小澤崇文幹事 1 年間よろしくお
願いします。安保ガバナー補佐・相田グループ幹事、白
うめ RC の上田会長・佐伯幹事ようこそ。
よろしくお願いいたします。
●遠藤常臣会員　喜連会長・小澤幹事丸の出航、お祝い
申し上げます。又、無事の帰港を心よりお祈り申し上
げます。中屋農園のトウモロコシ好評につき残り少なく
なっております。引換券お持ちの方早目に御来店下さい。
●青木会員　一年振りの SAA 復帰になります。喜連・
小澤丸の無事な航海に少しでもお役に立てる様に頑張り
ます。
●寺澤会員　喜連・小澤崇文丸の無事の出港おめでと
うございます。楽しんで 1 年間宜しくお願い致します。
安保ガバナー補佐・相田グループ幹事、及び国立白うめ
RC 上田会長・佐伯幹事のご来訪歓迎致します。
●本間会員　喜連会長、小澤幹事の船出、おめでとうご
ざいます。１年間よろしくお願いします。奉仕プロジェ
クト理事として 1 年間がんばります。
●木島会員　50 周年に向けて満を持しての出航おめで
とうございます。充実した1年間になるよう頑張ります。
●喜連紘子会員 喜連元昭会長・小澤崇文幹事、二人が
元気で一年間を全うされる事のみ願っております。
●北島正典会員　今年度より米山奨学・ロータリー財団
担当理事を拝命いたしました。不馴れな理事で迷惑をお

かけするかも知れませんが、どうかよろしくお願いしま
す。喜連元昭・小澤崇文丸の無事の航海に微力ですが貢
献したいと思っております。安保ガバナー補佐・相田グ
ループ幹事、白うめ RC 上田会長・佐伯幹事の御来訪歓
迎いたします。
●伊藤明会員　誕生日の御祝い有難う御座います。
●関俊之会員　安保ガバナー補佐・相田グループ幹事の
ご来訪歓迎いたします。安保さんいろいろな意味で大変
お世話になっております。喜連会長・小澤幹事には一年
間宜しくお願いいたします。
●鈴木会員　本年度、親睦委員長になりました。まだま
だ未熟者ですが 1 年間宜しくお願い致します。
●出席奨励委員会 ( 三田会員・小川会員・近藤会員・木
島会員 )　本日より新年度 100％目指して出席奨励委員
会頑張ります。皆様宜しくお願いします。
●広報・IT 委員会 ( 千葉会員・関重寿会員・秋廣会員 )　
喜連・小澤年度の出航おめでとうございます。広報・IT
委員会も全力で後方支援して参ります！
●青少年奉仕委員会 ( 林会員 )　安保ガバナー補佐・相
田グループ幹事のご来訪を歓迎いたします。喜連会長・
小澤崇文幹事、本日から一年間お世話になります。
●社会奉仕委員会 ( 北島清高会員・伊藤明会員・遠藤久
会員 )　 喜連会長・小澤崇文幹事、本年は宜しくお願い
します。力になれる様がんばりますので、御指導宜しく
お願いします。
●親睦活動委員会 ( 鈴木会員・長嶋会員・平川会員・本
多会員・遠藤久会員・山岡会員・二階堂会員 )　 安保ガ
バナー補佐・相田グループ幹事、国立白うめ RC 上田会
長・佐伯幹事、本日の御来会感謝致します。喜連元昭会
長・小澤崇文幹事、一年間よろしくお願いします。
　＊ニコニコ BOX 合計 130,000 円　
出席報告　　　　　 　　   　　　  三田出席奨励委員長
　 　７月　４日　在籍 48 名中　出席 40 名  
　 　前々回 (6 月２0 日 )　出席率 95.45％ 　  
閉会点鐘 　　　 　 　 　　　　    　　　 喜連元昭会長

▲ 喜連・小澤丸の船出を祝し乾杯！音頭をとる小澤パスト会長


