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理事役員退任就任奉告祭 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             

ＲＩ会長マーク･ダニエル･マローニー  

クラブ会長テーマ  

E n j o y  r o ta r y  ,  E n j o y  t o  s e r v e 
 

 

 

 

 

 

 
 

RI 第2750 地区 多摩中グループ     

東京国立ロータリークラブ  会長 遠藤 常臣 幹事 喜連 紘子 

例 会 日 ： 毎週水曜日    

例 会 場 ： 谷保天満宮社務所2 階 東京都国立市谷保5209 

事 務 所 ： 東京都国立市谷保5234-1  TEL:042-575-0770  FAX:042-572-8666  

E-MAIL :  kunitachi-rc@sage.ocn.ne.jp  WEB：http://kunitachi-rc.com/ 

会報委員 ： 青木 健・秋廣道郎・木島常明・山岡眞茂・小沢国寛                                                                         
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日  時：令和 1 年 7 月 3 日（水）  

会  場：例会場   

司  会 :ＳＡＡ            小澤崇文委員長 

開会点鐘                  遠藤常臣会長 

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              遠藤常臣会長 

田中 靖様 多摩中グループ ガバナー補佐 

町田裕紀様   〃     グループ幹事 

感謝状・記念品の贈呈          遠藤常臣会長 

喜連元昭殿 あなたは、東京国立ロータリークラブの 

2018-19 年度の活動において｢進化の足跡を残そう｣

のテーマのもとに、又 50 周年記念事業の中で、会

長としてのリーダーシップを充分に発揮され、充

実したクラブ活動に導いて頂きました。ここにそ

の功績を讃え記念品を添えて感謝の意を表します 

小澤崇文殿 あなたは、東京国立ロータリークラブの

2018-19 年度の活動において、喜連元昭会長のテー

マのもと、一滴も飲まず、会長を補佐し円滑なクラ

ブ運営に大いに寄与されました。ここに、その功績

を讃え記念品を添えて感謝の意を表します。 

 

 

 

この度、2019-20 年度の東

京国立ロータリークラブの

第 51 代会長を努めさせてい

ただくことになりました。

前年度は創立 50 周年の記念

式典を開催いたしました。

会員の方には大変ご苦労様

でした。 

今年度、幹事には経験豊

富な喜連紘子会員にお願いしました。私の至らぬ所を

補っていただくことに致しました。 

 さて、今年度のマーク・ダニエル・マローニーRI

会長のテーマは「ロータリーは世界をつなぐ」です。

その意味するところは、地域社会でのつながり、職業

を通してのつながり、そしてそれらを基盤とした奉仕

のつながりを、より高めてよりよい世界へと導くこと

にあります。 

 

 

 

 

▲遠藤・喜連丸の

船出を祝し乾杯の

音頭をとる 

小川誠副会長 

  

これを受け、第 2750 地区の 2019-20 年度 淺田豊 

久ガバナーのテーマは「5000 人の仲間をつなぐロー

タリー」です。ＲＩ会長と同じく、地域社会を中心と

した社会奉仕を通して、より信頼される団体になり、

更に発展させていくことだそうです。 

 また今年度は、地区からも要望のある「戦略計画委

員会」を歴代会長会にその役割をお願いして、クラブ

の活性化・退会防止・会員増強の運動等、クラブの発

展に寄与していただくべく、議論をお願いすることと

致しました。 

 私も以上の方針を受け、まず自分が所属するロータ

リーを見つめ、ロータリーライフを楽しみ、例会・イ

ベント等に参加することを楽しんでいただきたい。そ

して、ささやかながら奉仕活動を楽しむ、ということ

を基に、クラブのテーマを“Enjoy rotary , Enjoy to 

serve”としました。今年度一年間、宜しくお願い致し

ます。 

 

 

  

今年度の幹事を仰せつかりま

した喜連でございます。 

ここ数年間知力・体力の衰えを

痛感しておりましたので不安も

多々ございますが、皆様のご協力

を頂きながら、苦手な女房役を全

うし、皆様にロータリーライフを

楽しんで頂けるよう頑張ります。 

よろしくお願い申し上げます。 

ご挨拶    田中ガバナー補佐・町田グループ幹事 

 本年度マローニーＲＩ会長は｢ロータリーは世界を

つなぐ｣というテー 

マを発表しており 

ます。これを受け 

淺田ガバナーは 

｢5000 人の仲間を 

つなぐロータリー｣ 

第 2415 回例会報告 

回例会報告 

就任のあいさつ 

2019-20 年度 会長 遠藤 常臣 

 

就任のあいさつ 

2019-20 年度 幹事 喜連 紘子 
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とテーマを掲げました。このテーマは地区の会員皆が

手を取り合って情報を共有し行動を共にして前に進み

ましょうというメッセージです。同時に現在地区は

4,820 人の会員で、是非 5,000 人に増やしましょうと

いうメッセージも込められています。 

その中でガバナー補佐に役目として、各クラブの組

織維持のサポートをしなさいと、明確に指示をして下

さいました。会員増強であり、退会防止であり、その

他クラブ運営に関する全ての問題をサポートしなさい

という事であります。一番重要な会員増強に関し「そ

れ自体が目的なのではなく、各クラブが効果的な奉仕

活動を行うための手段である」と伝えてくれました。

是非この言葉をご理解いただき、明日からの活動の指

針にしていただければ幸いだと思っております。 

 これから一年間皆さんが、元気に明るくロータリー

活動に励んでいただけますように、精一杯のサポート

をさせていただきたいと思っております。是非クラブ

運営に関するお悩み・地区へのご要望等ありましたら

私にお伝えください。そして私自身もロータリーライ

フを満喫させていただきたいと思っております。よろ

しくお願いいたします。 

会長報告                  遠藤常臣会長 

●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６回理事会を行いまし

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。 

●地区役職委嘱状の授与 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                  喜連紘子幹事 

●地区 第 1 回クラブ会長・幹事会 

RI 会長ご夫妻来日記念 歓迎晩餐会 

 日時 8 月 6 日(火) 15 時 30 分 

 場所 グランドハイアット東京 

 出席 遠藤常臣会長 

●米山奨学委員長セミナー 

日時 7 月９日（火）15 時 

場所 ハイアットリージェンシー東京 

出席 千葉委員長 

●多摩中グループＩＭ実行委員会 

 日時 8 月 2 日（金） 

 場所 （小金井市）レストラン葦 

 出席者 林幸司実行委員 

●その他の案内は掲示板に掲示してあります。 

●7 月のロータリーレートは１ドル 108 円です。 

●地区のハンドブックを配布しました。是非お読みく

ださい。 

●今年度の上期年会費等のお振込の案内をメールボッ

クスに配布いたしました、７月末までのお振込をお願

いいたします。 

その他報告                  

●小澤谷守ゴルフ同好会会計 今年度の年会費を次週

より徴収させていただきます。よろしくお願いいたし

ます。 

 

今月の各種お祝い        本多親睦活動委員長 

会員誕生月 

喜連元昭 会員（28 日） 

遠藤直孝 会員（31 日） 

伊藤一彦 会員（10 日） 

伊藤 明 会員（26 日） 

津戸弘樹 会員（7 日） 

夫人誕生月 

津戸最会員夫人・敏子様 

岡本正伸会員夫人・芳江様 

小澤谷守会員夫人・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 

山岡会員夫人・三香子様 

ニコニコＢＯＸ         矢澤親睦活動副委員長 

●遠藤常臣会長 ついに今年度が始まり大変緊張して

おります。何とか一年間頑張りますので、宜しくお願

いします。田中ガバナー補佐・町田グループ幹事、御

来訪歓迎致します。これからも御指導宜しくお願い致

します。 

●喜連紘子幹事 田中ガバナー補佐・町田グループ幹

事、ようこそお越し下さいました。1 年間ご指導・ご

鞭撻頂きたくよろしくお願い申し上げます。 

●小澤孝造会員 遠藤・喜連丸の順風満帆の船出お目

出度うございます。一年間頑張って下さい。 

●津戸最会員 7 月は妻の誕生月です。お祝いありが

とうございました。 

●時田会員 遠藤常臣会長・喜連紘子幹事の船出を祝

してニコニコさせて頂きます。 

●吉野会員 2019-2020 年度、遠藤・喜連丸の出航を

祝いニコニコいたします。 

●小川会員 遠藤会長・喜連幹事いよいよ出港ですネ。

一年間頑張って無事の帰港をお祈りいたします。又、

本日は田中ガバナー補佐・町田グループ幹事のご来訪

歓迎申し上げます。1 年間ご指導の程よろしくお願い

申し上げます。又、本日は田中ガバナー補佐・町田グ

ループ幹事のご来訪歓迎申し上げます。1 年間ご指導

の程よろしくお願い申し上げます。 
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●関重寿会員・秋廣会員 遠藤・喜連丸の新たな出航

お祝い申し上げます。ロータリーの流れも、大きな変

節を迎えておりますが、宜しく｢カジ｣取りお願いいた

します。 

●寺澤会員 遠藤会長・喜連幹事、無事の出航おめで

とうございます。残り 362 日ですので頑張って下さい。 

●内山会員 遠藤会長・喜連幹事には一年間大変でし

ょうが頑張って下さい。期待しております。田中ガバ

ナー補佐・町田グループ幹事ようこそいらっしゃいま

した。歓迎を致します。 

●村上会員 遠藤・喜連丸の出航を祝します。一年間

宜しくお願い致します。田中ガバナー補佐・町田グル

ープ幹事 1 年間ガンバッテ下さい。本日はご苦労様で

す。 

●岡本貞雄会員 遠藤・喜連丸の出港をお祝いいたし

ます。田中ガバナー補佐と町田グループ幹事のご来訪

を歓迎いたします。 

●岡本正伸会員 遠藤・喜連丸の船出を祝してニコニ

コします。意志統一をして 1 年間頑張って下さい。妻

の誕生祝をいただき有難うございます。年はナイショ

にしておきます。 

●小澤谷守会員 遠藤常臣会長・喜連紘子幹事、いよ

いよですね！楽しいクラブ運営を期待しています。共

にガンバリましょう!!又、妻への誕生祝ありがとうご

ざいました。 

●山崎会員 梅雨の谷間の晴れの日に(曇ってるけど)

遠藤常臣会長・喜連紘子幹事 1 年間身体に気をつけて、

がんばって下さい。 

●本間会員 初例会、遠藤・喜連丸の出港おめでとう

ございます。1 年間ガンバリましょう。 

●木島会員 遠藤・喜連丸の素晴しい門出を心からお

祝い申し上げます。 

●喜連元昭会員 令和を飾る遠藤丸の新しい船出を祝

福します。今年 1 年間の航海のご無事を祈ります。 

●遠藤直孝会員 遠藤会長・喜連幹事、1 年間よろし

くお願いします。誕生日のプレゼントありがとうござ

います。 

●山岡会員 遠藤会長・喜連幹事、1 年間頑張って下

さい。先日の家族例会みなさんの温かいお心遣いあり

がとうございました。先日結婚したばかりなのに、も 

 

 

 

 

 

 

 

▲誕生月の喜連元昭会員・遠藤直孝会員・伊藤明会員 

   津戸弘樹会員 

 

う妻の誕生日プレゼントまで頂いてすみません。 

●津戸弘樹会員 7 月は誕生月です。また一年が過ぎ

てしまいました。来たる一年は趣味の映画をもっとみ

たいです。 

●北島正典ロータリー財団委員長・千葉米山奨学委員

長 遠藤常臣・喜連紘子丸の船出を祝しニコニコさせ

ていただきます。無事の航海を心より心より心より祈 

っております。よろしくお願いいたします。田中ガバ

ナー補佐・町田グループ幹事の御来訪歓迎いたします。 

●職業奉仕委員会(長嶋会員・秋山会員・鈴木会員・小

沢国寛会員) 今日から新年度を迎えニコニコが止ま

りません！新会長と新幹事を職業奉仕委員会が全力で

サポートして参ります！ 

●社会奉仕委員会(遠藤久会員・小川会員・青木会

員・伊藤明会員・小松会員) 遠藤常臣会長・喜連紘

子幹事、二人の足を引っ張らないよう、逆に背中を押

せるようにガンバリます。 

●青少年奉仕委員会(北島清高会員・杉田会員・小澤

谷守会員・木島会員・近藤会員・岡田会員・二階堂会

員) 遠藤常臣会長・喜連紘子幹事、宜しくお願い致

します。今年は青少年奉仕委員会として御協力させて

頂きます。無事に 1 年間過ごせます様、御指導の程

宜しくお願いします。 

●ＳＡＡ委員会(小澤崇文会員・長嶋会員・北島清高

会員・鈴木会員・津戸弘樹会員) 遠藤・喜連丸の出

航を御祝い致します。又、ＳＡＡ一同一年間宜しく御

願い致します。 

●親睦活動委員会(本多会員・小川会員・北島正典会

員・千葉会員・三田会員・矢澤会員・二階堂会員・小

松会員) 新体制となりました。親睦活動委員会、遠

藤常臣会長・喜連紘子幹事の足を引っぱらない様にガ

ンバリます。 

＊ニコニコ BOX 合計 134,000 円 

出席報告           遠藤直孝出席奨励委員長 

  ７月 ３日 在籍 49 名中 出席 43 名    

  前々回 (6 月 19 日) 出席率 91.10％  

閉会点鐘                遠藤常臣会長 


