第 10 号 2021/12/8

第 2486 回例会報告
回例会報告
日

時：令和３年 12 月 1 日（水）

場所 たましん RISURU ホール

会

場：例会場

出席 本間会長

司

会 :ＳＡＡ

開会点鐘

小川委員

委員長報告

本間会長

●小松親睦活動委員長

先日のスポーツ例会への

国歌斉唱・ロータリーソング唱和「我等の生業」

ご参加ありがとうございました。22 日の年忘れ家族

・四つのテスト 立席・清聴

例会への参加もよろしくお願いいたします。

会長報告

本間会長

●ガバナー・ノミニー・デジグネート確定宣言

年次総会
●年次総会にあたって

2024－25 年度ガバナーに「東京恵比寿 RC

本間会長

本日の出席者は２９名で、クラブ運営規定第 4

伊藤千絵君」が確定いたしました。

条⑨に基づき、「会員総数の 3 分の 1 をもって年

●国際ロータリーのロータリー財団より表彰

次総会の定足数とする」を満たしております。今

2020-21 年度に、全会員のロータリー財団への寄

年度の年次総会の主な目的は、次年度の理事・役

付額が一人 100 ﾄﾞﾙに達しているクラブとして表

員の選出になっております。はじめに、次年度会

彰のバナーをいただきました。

長ノミニーの指名を、山崎指名委員長よろしくお

幹事報告

遠藤直孝幹事

●地区大会について 会場：ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ新高輪

願いいたします。
●会長ノミニーの指名

2 月 21 日(火)17：30～ RI 会長代理歓迎晩餐会
登録料 13,000 円

山崎指名委員長

定款第 13 条第 5 節で細則の定めるところによる
となっており、当クラブではクラブ運営規定第 1

２月 22 日(水)13：00～ 本会議・懇親会

条④項により、「指名委員会は次年度会長ノミニ

登録料はなし、人頭分担金をクラブより支出

ーを指名」することになっております。10 月 6 日

出欠の確認が 12/17 迄となっています。

理事会決定に基づき指名委員会が発足いたし、会

確認用紙を回覧。

合を重ねました。10 月 27 の歴代会長会でのご意見

●立川青年会議所 第 1000 回例会・新年賀詞交歓会
日時 １月 12 日（水）19 時

も参考にし、11 月 10 日に開催いたしました指名委
員会において、2023－24 年度会長（次年度会長ノ
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ミニー）に遠藤直孝会員を全員一致を持ちまして
ご推薦申し上げましたのでご報告いたします。ご
承認をお願いいたします。（拍手により承認）あ
りがとうございました。
●次年度理事・役員の発表

寺澤会長エレクト

クラブ細則第 2 条、3 条及びクラブ運営規定第１
条・第 2 条に基づき、次年度の理事・役員を発表さ
せていただきます。

2022－23 年度の理事会メンバー

◎ 2021-22 年度 理事・役員
クラブフォーラム

副会長………………………………山崎義晴会員

理事会報告

会長エレクト………………………小澤崇文会員

本間会長

●親睦活動委員会・職業奉仕委員会合同企画のスポ

会長ノミニー（クラブ管理運営理事）遠藤直孝会員

ーツ例会 収支報告

幹 事……………………………… 北島正典会員

小松親睦活動委員長より

当日は天気も良く楽しく終えることができまし

会計理事 ………………………… 秋廣道郎会員

た。報告書をメールボックスに配布いたしましたの

会員組織理事 …………………… 岡本正伸会員

で、詳細はそちらでご確認ください。

クラブ広報理事……………………本多鋼治会員

●広報・IT 委員会｢横断幕の設置について｣

奉仕プロジェクト理事……………小澤谷守会員

12/24（金）15 時より設置作業を行います。是非

米山奨学・ロータリー財団理事…喜連元昭会員

参加をお願いいたします。クラブのジャンパーを直

直前会長……………………………本間康彦会員

用してください。終了後に慰労会を行います。

会 長………………………………… 寺澤 武

●第 45 回塞の神どんど焼きについて

なお、ただいま発表いたしました理事候補者名

本多社会奉仕委員長より

は、この総会に先立ち開催されました理事会にお

1 月 10 日に開催され、11 時に例会を行います。9

いて、クラブ運営規定第１条⑤の規定により、本

日は前日準備を行います。協賛金５万円を支出。そ

間会長にご報告いたしました。皆さんの承認を頂

の他詳細は、後日案内を配布いたします。

ければ幸いです。（拍手を確認）ありがとうござ

●社会福祉協議会「歳末助け合い募金」について

いました。
●ご挨拶

関重寿会員(社協理事)が対応いたします。ご協力

寺澤次年度会長

今年度はコロナ禍でスタートし、ようやく感染者
数も落ち着きを取り戻しつつある中で、新しい株が

をお願いいたします。
●新年賀詞交歓会について
1 月 12 日の例会は、コロナ禍でございますが例年

出て引き続き警戒は緩めることはできない状況で
す。次年度来年７月からですが、ウイズコロナで対
策をしながら親睦及び奉仕を続けていかなければ
ならないのは間違いありません。その中で理事の皆
様には大変ご苦労をお掛けする事になりますが、会
員の皆様のご協力をいただきながら運営を行って

をご招待する予定です。
●事務所の空気清浄機は現在リースですが、まだコ
ロナが続く事が予想されるため、新規に購入するこ
とにいたします。
会員記念日紹介

いきたいと思います。
（次年度理事会メンバーは一時退席し、ＳＡＡ委員

１２月のお祝い
会員誕生月

長を決めるための第 1 回理事会を開催）
●次年度ＳＡＡ委員長発表

通りの賀詞交歓会を行いたいと思います。国立市長

吉野 利春会員（25 日）

寺澤次年度会長

秋廣 道郎会員（12 日）

第１回理事会の結果、ＳＡＡ委員長を遠藤久会員

小澤 崇文 会員（7 日）

にお願いすることにいたしました。ご承認をお願い

岡田みどり会員（22 日）

いたします。(拍手を確認)ありがとうございました。

遠藤 久 会員（10 日）
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小松親睦活動委員長

夫人誕生月
寺澤会員夫人・房江様
関俊之会員夫人・藤子様
鈴木会員夫人・真紀子様
ニコニコＢＯＸ

喜連紘子親睦活動委員

●本間会長 先日のスポーツ例会では、親睦・職業
奉仕委員会の皆様大変ご苦労様でした。北島会員の

12 月誕生月の秋廣会員・吉野会員・小澤崇文会員

弓道場での体験とても有意義でした。
●遠藤直孝幹事

岡田会員・遠藤久会員

新たなコロナ変異株が発見され

たそうですが、感染拡大防止に努め、ロータリー活
動を楽しみましょう。
●吉野会員 今月は私の誕生月です。ニコニコいた
します。
12 月 12 日の私の誕生祝いまで同じ年です。毎年の
ことですが。
●寺澤会員 妻の誕生日プレゼントありがとうござ
いましたいつも忘れる事なく、お祝いができます。
誕生月の御祝いありがとござい

ます。還暦+１才となりました。
●北島正典会員

●岡田会員 お誕生日のお祝い、ありがとございま
す。
●関俊之典会員

妻への誕生日プレゼントありが

とございます。

●秋廣会員 妻の誕生祝い有難うございました。

●小澤崇文会員

嬉しいので大ニコニコさせていただきます。

先週のスポーツ例会弓道体験楽

しんでいただけたと思います。話は変わりますが、
私の長男が宅建士の試験に合格できました。とても

●鈴木会員

妻の誕生日プレゼントありがとござ

います。
●遠藤久会員

誕生日のプレゼント有りがとござ

います。体重が 10 ㎏になった孫を抱き上げるのも
つらくなりましたが、マダマダ皆さんには負けない
ようガンバリたいと思います。
＊ニコニコ BOX 合計 47,000 円 累計 543,000 円
出席報告

津戸弘樹出席奨励委員長

１２月 １日 在籍４２名中 出席２９名
閉会点鐘
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本間会長
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