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　明けましておめでとうございます。
　旧年中は皆様のご協力をもちまして滞りなく 2018-
19 年度の上半期を無事に通過することができましたこ
とを厚くお礼申しあげます。
　また、平川会員におかれましては、二年間という短い
期間ではありましたが転任辞令があり府中支店に栄転さ
れました。激務の間を縫ってしっかりとロータリー活動
をされ支えていただいたことに厚くお礼を申しあげたい
と存じます。
　さて昨年の上半期は夏の家族旅行と工場見学に始ま
り、秋のスポーツ例会、市民祭では新しい企画の試み、
そして５０周年記念事業での時計塔の寄贈と桜の植樹、・
横断幕の設置と目白押しの行事で各委員の皆様大変お疲
れ様でした。
　また、お名前は今更もうしあげませんが、静かに潜航
して会報制作や義援金の募金活動を粛々となされてこら
れた会員、うるさがられながらもしっかり目標金額の実
績を積んで頂いている米山担当委員長、卓話に穴が開か

ないようプログラム委員長さん下半期もよろしくお願い

します。
　さらに、新たに強力な新入会員をお迎えして大変心強
い年度となれました。会員の皆様にはしっかり足跡を残
していただいたものと感謝いたします。
　さて昨年は災の年でありましたが、干支で十二支最後

となる今年の猪年は一説によれば大きく荒れるがそれに
よって変化の始まる年とも言われています。ご存じのよ
うに過去の猪年には大きな自然災害もあり政治面でも、
経済面でも為替や株価が動きました。
　しかし変化はまさに進化の原動力でもあります。今年
は進化のための有益な年と、とらえたいと思います。ど
んな大きな猪が出ても山より大きい猪は出ないと言った
のは当時の池田隼人首相で妙な表現でしたが、その言葉
をこれからどのように驚くような事態があっとしてしっ
かり対処するための心構えとして事に当たって行きたい
と思います。
　さて今年下半期は来週のどんど焼を皮切りに５０周年
記念式典の山場を迎えます。どんど焼は今年は当クラブ
が実行委員長を務め普段と比べご負担も大変ですが、今
回奉仕委員長においてこれまでの資料を初めて整理し、
しっかりしたマニュアルを作成していただいており、こ
れも進化の足跡を残して行かれるものと期待しております。
　また、２月にはグァムでの地区大会の前に三中での留
学生との交換会を開催がありますが、これも改めて原点
に立ち返って実り多いものにすべく青少年奉仕委員長に
おかれてしっかり計画を詰めて頂いています。
　そして３月１３日はいよいよ５０周年の記念式典の開
催、当クラブの真価が問われる大きなイベントとなりま
すので全員参加のもとで、さすが国立ロータリーといわ
れるものに仕上げて行きたいと願っております。
　いよいよ５月１日には新しい元号のもとで遠藤丸の進

水式に向けた準備が始ることとなります。
　下半期は上半期以上に皆様の活動が重要になってまい
りますので倍旧のご協力をお願いします。是非とも進化
の足跡を次なる世代に残して行きましょう。

新年のご挨拶

会　長　喜 連 元 昭
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第 2393 回例会報告

日　　時：平成 31 年 1 月 16 日（水）　
会　　場：例会場　　
司　　会 : ＳＡＡ    　　　　　　　　　　岡本正伸委員
開会点鐘　　　　　　　　　　　　　　　喜連元昭会長
斉　　唱：国歌「君が代」
　　　　　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　　　　　　　　　　　　　喜連元昭会長
永見理夫様　国立市長
幹事報告      　　 　　　　　　　  　　　小澤崇文幹事　
●第 2 回クラブ会長・幹事会／地区指導者育成セミナｰ
　日時　1 月 28 日（月）15 時
　場所　ハイアットリージェンシー東京
　出席　会長・幹事
●多摩中グループ協議会
　日時　1 月 29 日（火）18 時
　場所　パレスホテル立川
　出席　会長・幹事・事務局
● 1 月のロータリーレートは １ドル 112 円です。
●下期の年会費等の請求書をメールボックスに入れまし
たので 1 月末までにお振込みをお願いします。
委員長報告      　　 　　　　　　　   
●林青少年奉仕委員長　本年度の交流会は第三中学校の
都合により 2 月 12 日 ( 火 ) の開催となりました。奮っ
てご参加ください。メイクアップ扱いとなります。
●北島清高社会奉仕委委員長　いよいよ 14 日にどんど
焼きが開催されます。一般会員の方は、13 日は 11 時
に杉田会員宅に集合。14 日は 6 時集合、例会点鐘は 11
時です。今年は主催者ですので 18 時からの反省会をす
えひろ亭で行います。翌日の 15 日は片付け作業があり
ます。何とか成功させるよう頑張りますので、皆様のご
協力をよろしくお願いいたします。
●青木国際奉仕委員会 カンボジア教師育成支援プロ
ジェクトとしてご家庭で不要の文房具を現地へ送りま
す。3 月 14 日の現地での式典に間に合うよう、次週よ
り 2 月中旬までにお持ちください。
今月の各種お祝い 　　　　　　     鈴木親睦活動委員長
入会記念月
小澤 谷守 会員（在籍 19 年）
寺澤　 武 会員（在籍 14 年）
本間 康彦 会員（在籍 14 年）

喜連 紘子 会員（在籍 13 年）
近藤 佳子 会員（在籍 13 年）
佐伯 和美 会員（在籍 13 年）
二階堂由佳 会員（在籍 1 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
高柳会員夫人・里子様
林会員夫人・恵美子様
ニコニコＢＯＸ 　　  　 　　　　　  山岡親睦活動委員
●喜連元昭会長　新年明けましてお目出とうございま
す。今年も皆で力を合わせて元気でロータリーライフを
楽しみましょう。
●小澤崇文幹事　新年おめでとうございます。任期の残
りも半年になりましたが、まだまだ大きな行事が待って
います。会長にお力をお貸し下さい。
●小澤孝造会員　明けまして御目出度うございます。本
年 3 月はいよいよ 50 周年記念式典が開催されます。会
員皆様全員の御協力を賜り成功裏のうちに執り行えるこ
とをお願いする次第であります。又今月は妻輝子共々の
誕生月で御祝いありがとうございます。
●五十嵐会員　新年明けましておめでとうございます。
新会員になられました津戸様・佐藤様・小沢様のご入会
を心よりご歓迎申し上げます。又、永見市長のご来会あ
りがとうございます。昨年同様宜しくお願いいたします。
●山口会員　おめでとうございます。本年もよろしく。
●吉野会員　新年お目出度うございます。本年は当クラ
ブ創立 50 周年です。会員皆様と共に祝いたいと思いま
す。
●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。また今月は私
の誕生月です。お祝いをいただきましてありがとうござ

▲誕生月の北島（正）会員、小澤（孝）会員、岡本（貞）会員



❸

います。そして私は脊柱管狭窄症の手術のために 11 月
から休会いたしました。それでも週報は 1 回を除いてす
べて発行できました。ご迷惑をおかけいたしました。
●山崎会員　本年もよろしくお願いいたします。
●遠藤常臣会員　明けましておめでとうございます。喜
連会長としての後半戦、応援しつつ勉強したいと思って
おります。今年も宜しくお願いします。
●本間会員　おめでとうございます。本年 1 年間幸せに
すごせますよう、頑張ります。
●喜連紘子会員　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。喜連会長・小澤幹事、
あと半年ご健闘を祈ります。
●北島正典会員　お誕生お祝いありがとうございます。
●林会員　あけましておめでとうございます。妻の恵美
子のために誕生日お祝いをありがとうございます。平成
元年に結婚して今年 3 月で 30 周年になります。これか
らもどうぞよろしくお願いいたします。
●出席奨励委員会 ( 三田会員・木島会員・近藤会員・林
会員 )・秋廣会員・秋山会員　明けましておめでとうご
ざいます。年末から続いている天候のように 50 周年に
向けてより充実した奉仕活動を心掛けましょう。
●社会奉仕委員会 ( 北島清高会員・伊藤明会員・関俊之
会員・本多会員・二階堂会員・遠藤久会員・佐藤会員 )　
新年あ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。1 月 14 日はいよいよ第 42 回どんど焼き
です。社会奉仕委員全員全力で取り組みますので皆様の
御協力をお願い致します。楽しみましょう 2019 年
● SAA 委員会 ( 寺澤会員・杉田会員・岡本正伸会員・
青木会員・佐伯会員・北島正典会員 )　明けましておめ
でとうございます。平成もあとわずか！ 50 周年も控え
ておりますので、今年も SAA 協力して例会を盛り上げ
てまいります。本年も宜しくお願い致します。
●親睦活動委員会 ( 鈴木会員・長嶋会員・本多会員・山
岡会員・二階堂会員・佐藤会員・津戸弘樹会員 )　新年
あけましておめでとうございます。今年一年、親睦活動
委員頑張りますので宜しくお願いいたします。

▲初詣後の理事・役員

＊ニコニコ BOX　合計 93,000 円　累計 1,354,000 円
出席報告　　　　 　　   　　　　　     林出席奨励委員
　 1 月 ９日　在籍 51 名中　出席 42 名   
　 前々回 (12 月 26 日 )　休会 
閉会点鐘 　　　 　 　 　　　　   　　 　 喜連元昭会長

　第 2393 回の例会の終了後、クラブ恒例の新年賀詞
　交換会が小澤崇文幹事の司会で進められた。
　はじめに、来賓として出席された永見理夫国立市長
　の祝辞をいただき、杉田和男第 38 代会長が乾杯の
　音頭を取り、和やかに新春を祝った。
■ご挨拶　永見理夫市長
　あけましておめでとうございま
す。お招きありがとうございます。
旧年中は、50 周年記念に谷保駅
前に時計をご寄贈いただきまし
て、本当にありがとうございまし
た。市民から大変好評をいただい
ております。前から３面の時計があったように感じる市
民の方が多数いて、それくらい親しまれたのだと痛感い
たしました。合わせてその際に、国立駅前の大学通りに
桜を植樹いただきました。あの桜が今後国立を飾ってい
ただけるのではないかと楽しみにしております。
　今年は改元の年であります。それまでの間には、どん
ど焼きその他様々な行事があります。その度にロータ
リークラブの皆様には大変お世話になりまして、地域の
伝統行事の復活あるいは継続にご協力を賜っております。
　ロータリークラブさんの果たしてきた 50 年の役割は
大変大きく、今後も是非こういう形でご活躍いただきま
して、平成 31 年が皆様に喜ばれる年になりますことを
ご祈念申し上げたいと思います。
　会員の皆様のご多幸とロータリークラブの益々のご隆
盛を祈念いたしまして、新年のご挨拶とさせていただき
ます。

新年賀詞交歓会

▲新年を祝して乾杯！
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▲孟宗竹取りの作業に奮闘

フォトアルバムフフォトトアルルバアルバルバムバムフォトアルバム
塞の神どんど焼き

　第42回塞の神どんど焼きは、快晴に恵まれた第 3公
園で開催された。今回の実行委員長は、わがクラブの本
間会員（社会奉仕担当理事）だ。そして事務局長が北島
清高会員（社会奉仕委員長）なので、当然のこととして
わがクラブとして中心になって準備を重ねて来た。
　前日に行われた孟宗竹取り作業から、当日は午前４時
30 分に集合して、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。

　午前 11時にかまくらの前で例会（2394 回）を開催
し、11時30分の点火後に恒例のセレモニーが行われた。
最初に挨拶された本間実行委員長は、威風堂々として頼
もしく、北島事務局長の司会とともに、わがクラブのメ
ンバーを誇りに思った。
　２基のかまくらは、やがて大きな火柱になって天に舞
い上がった。ポンポンという竹が弾ける威勢のいい音を
聴きながら、今年も家内安全と無病息災を祈った。

▲孟宗竹取り作業後の記念写真

▲夜明け前から団子を蒸す作業に精を出す千葉会員 ▲実行委員長として挨拶をする本間会員

▲移動例会の後、かまくらの前で記念撮影 ▲ポンポンと大きな音を立てて燃え盛るかまくら


