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第 2414 回例会報告

日　　時：令和元年 6 月 26 日（水）　
会　　場：立川グランドホテル　
司　　会 : ＳＡＡ                                    寺澤委員長
開会点鐘　　　　　　　　　　　　　　　喜連元昭会長
斉　　唱　ロータリーソング「奉仕の理想」
お客様の紹介　　　　　　　　　　　　　喜連元昭会長　　
吉野会員夫人　益世様・内山会員夫人 幸子様
秋廣会員夫人 康子様・小澤谷守会員夫人 あゆ子様
山崎会員夫人 季美枝様・遠藤常臣会員夫人 春実様
寺澤会員夫人 房江様・北島正典会員夫人 緑様
秋山会員夫人 登美子様・伊藤明会員夫人 久美子様
北島清高会員夫人 友子様・鈴木会員夫人 真紀子様
鈴木会員お嬢様菜々さん・遠藤久会員夫人 恵美子様
山岡会員夫人　三香子様
会長報告　　　　　　　　　　　　　　　喜連元昭会長
本日はありません。　
幹事報告　　　　　　　　　　　　　　　小澤崇文幹事
本日はありません。

第 2414 会例会は最終家族例会に振替になった。

ニコニコＢＯＸ 　　  　 　　　　  二階堂親睦活動委員
●喜連元昭会長　長いようで短い 1 年でしたが、何とか
役目を終える事が出来そうです。皆様に支えて頂きまし
た事に心より感謝します。どうもありがとうございまし
た。遠藤丸の出航準備、準備万端一足早目に門出を祝い
ます。
●小澤崇文幹事　皆様の御協力を戴きながら一年の航海
を終えました。有難う御座居ました。
●小澤孝造会員　喜連・小澤丸の無事の帰港お祝い申
し上げます。
●五十嵐会員　喜連会長・小澤幹事さん 1 年間お疲れ様
でした。今年度の諸事業は会員を総め素晴しい成果を得、
特に 50 周年式典・事業は、多くの人達の共感を得ました。
今年度クラブ会長の定めた「進化の足跡を残そう」結実
されました。天晴でした。
●山口会員　一身上の都合で退会させていただきます。

▲ 退任の挨拶をする喜連元昭会長と
　　　　　　　　　　　小澤崇文幹事
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昭和 54 年小金井ＲＣから平成元年国立ＲＣに移籍させ
ていただきました。業務上・家庭の都合で出席ができな
くなりました。永い間の御厚情感謝します。
●時田会員　国立ロータリークラブ 50 周年の大きな節
目に対し喜連会長・小澤幹事さん大変ご苦労様でした。
又各役員の皆様方にも心より感謝申し上げます。ニコニ
コさせて頂きます。
●吉野会員　喜連・小澤丸の無事帰港を祝しニコニコい
たします。一年間大変ごくろう様でした。
●内山会員　喜連会長・小澤幹事一年間ご苦労様でした。
最終例会楽しませて頂きます。
●岡本貞雄会員　喜連・小澤丸のご帰港おめでとうござ
います。また、創立 50 周年の記念事業も、すべて成功
されましたこと、誠におめでとうございます。
●秋廣会員　喜連・小澤丸の無事の順風満帆の帰港、心
よりお喜び申し上げます。特に 50 周年記念事業の成功
は会員総員の協力のたまものと思います。近年史上最高
のニコニコボックスは、喜連会長のお人柄に「よるもの
と感謝しております。小澤幹事におかれましては、節制
に心がけられ、健康を回復し無事お勤めを果たされたこ
とに敬服しております。親睦活動委員の皆様、お世話に
なります。
●小澤谷守会員　喜連会長・崇文幹事には、めでたく最
終例会を迎えられました事、おめでとうございます。一
年間ご苦労様でした。
●山崎会員　親睦委員会の皆様ご苦労様です。楽しませ
てもらいます。
●遠藤常臣会員　今年度の最終例会、その重責をジワジ
ワと感じているところです。親睦委員の皆様はじめその
関係者の皆様御苦労様です。今晩は大いに楽しませて頂
きます。
●本間会員　会長・幹事様 1 年間大変お疲れ様でした。
6/20 初孫が産まれました。もうおじいさんです。本日
はＳＡＡ・親睦委員会、幹事ご苦労様です。
●喜連紘子会員　喜連元昭会長・小澤崇文幹事、一年間
大変お疲れ様でした。無事にこの日を迎えられ、おめで
とうございます。何故か私もホッとしています。
●近藤会員・岡田会員・秋山会員・伊藤明会員　喜連会長・
小澤幹事丸ご帰港おめでとうございます。大きな進化の
足跡を残されました。親睦委員会の皆様、最終家族例会
のご準備お疲れ様でした。今日楽しませて頂きます。
●北島清高会員　会長・幹事お疲れ様でした。また大変
お世話になりました。
●川向会員・遠藤直孝会員・遠藤常臣会員　今回のゴル
フはメンバーにもめぐまれまして、優勝できました。2

位・3 位は遠藤さんです。どちらかは本人に聞いて下さ
い。ありがとうございました。
●山岡会員　4 月 25 日、妻 三香子と入籍致しました。
本日ご紹介させて頂きます。何卒宜しくお願い致します。
●井田会員　最終例会とてもたのしみです。次年度もど
うぞよろしくお願いします。
●出席奨励委員会 ( 三田会員・小川会員・木島会員 )　
早くも最終例会、喜連会長・小澤崇文幹事の美事な手
綱さばきのもと無事帰港に漕ぎ着けましたね。50 周
年の大事業も大変だった事と思います。心から感謝申
し上げま す。
●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 )　喜連・小澤丸の
無事の帰港おめでとうございます。又、皆様 1 年間ＳＡ
Ａ委員会にご協力を賜りありがとうございました。この
場を借り、御礼申し上げます。
●親睦活動委員会 ( 鈴木会員・長嶋会員・本多会員・遠
藤久会員・山岡会員・二階堂会員 )　暑い中、最終例会
にご参加頂きまして、誠に有難うございます。親睦委員
一同頑張りますので、よろしくお願い致します。
＊ニコニコ BOX 合計 128,000 円　累計 2,144,000 円
出席報告　　　　 　　   　　     　三田出席奨励委員長
　 ６月 26 日　在籍 51 名中　出席 42 名   
　 前々回 (6 月 12 日 )　出席率　95.56%
閉会点鐘　　　 　 　 　　　　   　         喜連元昭会長

　いよいよこの家族例会をもって今年度の事業はすべて
終了することとなりますが、会長の務めを無事に終える
ことができましたのも、ひとえに理事、幹事、各委員長、
委員の皆様、ならびに会員を支えていただいたご家族の
方の暖かいご支援のたまものと、心よりお礼を申し上げ
ます。
　さて、当クラブは今年「進化の足跡を残そう」という
テーマを掲げてまいりました。このテーマがどのように
実を結んだかは皆様それぞれの胸の内ではありますが、
私としては大きな成果を得られたものと確信いたしてお
ります。
　例を挙げれば、まず社会奉仕については今年のどんど
焼きの実行委員長を当クラブが務めて、永年滞っていた
業務書など整理し、無駄を省いて業務の効率化を図ると

退任の挨拶

2018-19 年度会長 　喜連　元昭



ともに、マニュアルも作成されて、まさに足跡が残され
ました。
　青少年奉仕については、交換留学生と中学生との交流
の目的を改めて明確にしてその趣旨が実を結びました。
会員増強においては目標を上回る４名の新しい仲間を加
えて頂き、これからのクラブの発展に大きな力を得るこ
とができました。
　親睦活動では例年の行事に加え、グアム地区大会への
親睦旅行も現地で５０年ぶりという台風にもかかわら
ず、さしたる混乱もなく無事に帰国しました。
　プログラム委員会ではきっちりと卓話の講師を手当て
していただきました。
　ロータリー財団への寄付についても、ポールハリス
フェローで 2 名、マルチプルポールハリスフェローに津
戸弘樹さん、ベネファクターには小澤谷守さんが表彰さ
れ、目標以上の達成となりました。加えて、奉仕活動の
収入源となりますニコニコについても初めて大台を超え
たことは皆様ご承知の通りです。
　そして最大のやま場でありました創立五十周年事業に
ついては、小澤孝造実行委員長のもと、全員参加によ
る周到な準備と、実行委員長の破格の財政的支援もいた
だいて記念式典が盛大に行われ、後日他クラブの会員か
ら“ さすが国立 ” と言いわれる位に成功裏に開催されま
した。また時計塔の寄贈にあたっては、市長からの感
謝状とあわせ、次回は国立駅北口にもお願いしたいと “
おねだり？ ” されるほど市民の利便性に貢献しています
更に、助成金を活用して行った桜の苗木は早くも今年か
ら
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退任の挨拶

2018-19 年度幹事 　小澤　崇文

2018-19 年度・最終家族例会

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

▲会長・幹事　バッジの交換

▲次年度の会長・幹事からの花束贈呈

4 月 25 日 に 結 婚 し た
山岡会員が三香子夫人
を伴って出席。クラブ
の 皆 さ ん か ら 祝 福 さ
れ 、 幸せいっぱいの笑
顔が 印象的でした。

▲会場は山岡さんの結婚式のよう

歴代の会長・幹

事の胸を飾った

バッジを、次年

度の会長・幹事

に…。緊張の一

瞬です。

ら立派に花を咲かせました。残すは、事業の仕上げと
なる記念誌の発刊を楽しみにしているところです。
　その他数えればまだまだ沢山ありますが、何と言って
も今年最大の成果は、会長がボーッとしていても各会員
が分担された役割を自主的に果たしていただき、会の活
動がしっかりと行われたところにあります。重ねて皆様
のご尽力に対し感謝申し上げる次第です。
　最後に、今年は国際ロータリー本部から規約の大幅な
改正などあり、クラブの運営のあり方も曲がり角を迎え
ております。期の変わり目で今期の対応は間に合いませ
んでしたが、来期はこの課題についても取り組んで頂き、
クラブをより良い方向に導いていただけるものと期待し
ております。遠藤次期会長のご活躍を祈念しつつ、最後
のご挨拶といたします。どうも有難うございました。

　幹事就任前には私個人の体調のことなど、皆様に御心
配をおかけしましたが暖かく見守って頂いたおかげで浅
学非才の身ではありましたが何とか一年勤めることがで
きました。
　会員皆様のご協力に感謝しつつ退任のご挨拶と致しま
す。有り難うございました。
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♥ 写真：井田・小松会報委員

▲ 手に手つないで　つくる友の輪　輪に輪つないでつくる友垣　手に手　輪に輪　ひろがれまわれ　一つ心に　おおロータリアン　おおロータリアン

家族最終例会の第２部懇親会は、昨
年に次いで「お楽しみ抽選会」が開
かれた。会長・幹事をはじめ、会員
有志が提供してくださった『豪華景
品』を抽選で獲得できるとあって、
皆さんワクワクして自分の番号が読
み上げられるのを待ちました。

▲ 小澤幹事の司会で、景品の当選番号が
発表される。秋廣会員「景品』はなんでし
たか？

▲ 家族最終例会の第３部アトラクション
では、サックス７名の女性バンド『レディー
ホンカーズ』が、Swing Jazz を中心とし
た名曲を披露。会場は華やかな雰囲気で盛
り上がった。

▲ 山崎クラブ管理
運営担当理事のあ
いさつ。

▲ 山口第 30 代会
長の乾杯の発声で
懇親会がスタート。




