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新年のご挨拶 

会長 遠藤常臣 

 新年 あけまして おめでとうございます。 

正月三が日は好天に恵まれて、皆様もご家族と共に

健やかな日々を過ごされたことと思います。 

 さて、昨年の漢字は令和の「令」でした。「令」と

は神に感謝し己を律するという意味があるそうです。 

我がロータリーも例会場として、ここ谷保天満宮を使

用させていただき、その荘厳な社の中で心新たに新年

を迎えることができました。 

 昨年は令和元年の年として始まりましたが、ロータ

リーの事業は会員皆様の協力により滞りなく消化して

いるものと確信しております。 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

新年参拝 例会前：理事役員にて 

 

 

 

 

 さて今年は「どんど焼き」を皮切りにスタートしま

すが、会員の皆様には、クラブ運営・各種行事への参

加等、御協力宜しくお願い致します。 

 特にロータリー細則の改定につきましては、岡本正

伸会員を委員長として規定審議会の方で細かく詰めて

いる所ですので、いま少しの猶予をお願い致します。 

 また、地区に出向されている千葉会員・ＩＭ担当の

林会員には引き続き御苦労様です。当クラブの代表と

して宜しくお願い致します。 

 今年も会員の皆様が「Enjoy Rotary , Enjoy to serve」

をモットウにロータリアンとして輝かれますことを祈

念して年頭の挨拶とさせて頂きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

横断幕の設置 令和元年 12 月 25 日（水） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             

ＲＩ会長マーク･ダニエル･マローニー  

クラブ会長テーマ  
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日  時：令和 2 年 1 月 8 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「日も風も星も」 

四つのテスト 

お客様の紹介              遠藤常臣会長 

 永見 理夫様 国立市長 

会長報告              遠藤常臣会長 

本日はありません。 

幹事報告                  喜連紘子幹事 

●第 2 回ロータリー財団セミナー 

 日時 2 月 5 日（水）10 時 

 場所 ハイアットリージェンシー東京 

 出席 北島正典ロータリー財団委員長 

●地区青少年交換委員会  

派遣国決定授与式・新年懇親会 

 日時 1 月 12 日（日）14 時 30 分 

 場所 オリンピック記念青少年総合センター 

 出席 北島清高青少年奉仕委員長 

●1 月のロータリーレートは １ドル 110 円です。 

●下期の年会費等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。 

委員長報告 

●岡本正伸広報･IT 委員長 昨年末の横断幕設置には

多くの参加をいただきありがとうございました。取外

しは 29 日の例会終了後に行います。ご協力をお願い

いたします。 

●遠藤久社会奉仕委員長 塞の神どんど焼きについて 

 12 日午前 11 時に杉田会員宅で竹取り作業、その後

第三公園でお飾りの仕分けをお願いします。13 日当

日は委員は朝 5 時より、一般会員は 6 時からとなっ

ていますが、団子ふかしがありますので早く来ていた

だける方はお手伝いをお願いします。 

今月の各種お祝い        本多親睦活動委員長 

会員誕生月 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲ 1 月誕生月の岡本貞雄会員・北島正典会員 

年忘れ例会でお渡しできなかった慶事の祝:近藤会員 

 

高柳会員夫人・里子様 

林会員夫人・恵美子様 

ニコニコＢＯＸ         北島正典親睦活動委員 

●遠藤常臣会長 新年明けましておめでとうございま

す。今年は年男です。あと半年頑張ります。皆様の御

協力宜しくお願い致します。永見国立市長にはお忙し

い所ご参加頂きありがとうございます。 

●喜連紘子幹事 皆様に助けていただいて折り返し点

にたどり着きました。今年もよろしくお願いいたしま

す。2020 年が皆様にとって幸多き年でありますよう

に！ 

●津戸最会員・津戸弘樹会員 新年明けましてお目出

度うございます。本年もよろしくお願いいたします。 

●時田会員 明けましてお目出とうございます。皆様

の心のこもった年賀状いただき感謝しております。今

年も宜しくお願いいたします。 

●吉野会員 新年お目出度うございます。本年もよろ

しく。 

●杉田会員・秋廣会員・木島会員・岡田会員 明けまし

てお目出度うご座居ます。今年も宜しくお願いします。 

●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。今月は誕生

月です。お祝いをいただきありがとうございます。 

●岡本正伸会員 新年明けましておめでとう御座いま

す。年末の横断幕設置には多くの会員のご協力を頂き

有難う御座いました。設置後の打ち上げでは、会長の

ご配慮で美味しいお酒も頂く事ができ、感謝・感謝で

す。取外しの時も、多くの会員のご協力をお願い致し

ます。遠藤・喜連年度もいよいよ後半となり、そろそ

ろ退任の挨拶を考えている・・事は無いですよね。後

半もクラブを盛り上げて頂ける事を期待しています。 

●山崎会員・小澤谷守会員・遠藤久会員 令和 2 年、

初例会おめでとうございます。今年度も折り返しスタ

ートですね、楽しく和をもって頑張りましょう。 

第 2436 回例会報告 

回例会報告 
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●寺澤会員 明けましておめでとうございます。本年

も宜しくお願い致します。 

●本間会員 新年明けましておめでとうございます。

厄年、ガンバリます。 

●小澤崇文会員 本年も宜しく御願い致します。指が

生えてくる事など祈念しつつニコニコします。 

●北島正典会員 あけましておめでとうございます。

そしてお誕生日お祝いありがとうございます。毎年 1

月は 2 重のお祝いです。57 才を迎えられたこと皆様に

感謝いたします。永見国立市長の御来訪心より歓迎い

たします。 

●林会員 あ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。妻 恵美子の誕生日祝いを

ありがとうございます。結婚 31 年目、夫婦仲良く歩ん

でまいります。 

●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) 新年あけましておめで

とうございます。ＳＡＡ一同今年も頑張ります。宜し

くお願い致します。 

●親睦活動委員会(本多会員・小川会員・北島正典会員・

矢澤会員・二階堂会員・井田会員・小松会員) 新年お

めでとうございます。今年も全力でがんばります。国

立市長のご来訪ありがとうございます。 

＊ニコニコ BOX 合計 87,000 円 累計 1,227,000 円 

出席報告              杉田出席奨励委員 

  １月 ８日 在籍５０名中 出席３９名    

前々々回（12 月 18 日）出席率 95.56％ 

前々回 (12 月 25 日)  休会 

閉会点鐘                遠藤常臣会長 

 

新年賀詞交歓会 
第 2436 回の例会の終了後、クラブ恒例の新年賀詞 

交歓会が喜連紘子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、津戸最第 19 代会長が乾杯の音頭

を取りました。また小川副会長による中締めをした後

には、司会より懇親会を続けることを呼びかけたとこ

ろ、10 名程の会員が残り用意された酒肴を楽しみ、

和やかに新春を祝いました。 

■ご挨拶              永見理夫市長 

 あけましておめでとうございます。日頃より東京国

立ロータリークラブの皆様には市政運営全般にわたり

大変なご貢献をいただいておりまして、何とか 3 年

間務めることができました。日頃の活動に心から感謝

申し上げたいと思います。 

 昨年は 50 周年という事で、

谷保駅には時計を、大学通り

にはジンダイアケボノ(桜の木)

をご寄贈いただきまして、市

民のために大変役立っており

ます。谷保駅は空気が変わっ

た気がし、市民も喜んでいま

す。皆さんの活動が国立の中

にしっかりと足跡を残しているのだなと感じていま

す。 

 本日は令和の初めの賀詞交歓会にお招きいただきま

して大変光栄に思います。 

 次の月曜日のどんど焼きには私も参加させていただ

きます。日曜日が雨の予報でかまくらを作るのが大変

だなと思いながら先程聞いておりました。当日は良い

天気になることを願いたいと思います。 

 今後も市政運営全般には様々な困難がありますし、

時代の変化は大変激しい訳でございますけれど、市民

の皆様のお力があって、いい地域づくりができる。ま

たロータリークラブの目標が達成されるのだと思いま

す。今後も市政運営全般、そして素晴らしい地域づく

りにご貢献いただきますことをお願い申し上げ、本日

ご列席の皆様のご多幸と東京国立ロータリークラブの

益々のご繁栄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。 

 

乾杯        第 19 代会長 津戸最会員 

 先程、ご社殿におきまし

て、会長以下理事の皆様に

新年に向かって御拝礼をい

ただきました。 

また市長さんにはお忙し

い中をお越しいただき、ご

挨拶を頂戴いたしまして、

ありがとうございました。 

 令和 2 年が素晴しい年でありますよう、お神酒

で乾杯をさせていただきます。乾杯 

 

 

 

 

 

 

 

 


