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新年参拝 理事会メンバー 

 
新年のご挨拶 

会長 本間康彦 

 新年あけましておめでとうございます。 

昨年末には落ち着きを見せていた、コロナウイルスが

新年明けたとたんにオミクロン株と変化し、すさまじい

速さで感染を広めているなか、社会奉仕委員会をはじめ、

会員の皆様におかれましては、塞の神どんど焼きを幹事

クラブとして開催されまして、大変にご苦労様でした。

３日間にわたり設営から片付け迄と段取りよく進行さ

れ、市民の皆様も大勢参加されましたが入り口を一か所

にし、アルコール消毒も用意され万全の感染予防対策を

し、市民の皆様も安心して参加できたと思い、大変にご

苦労様でした。 

ロータリー活動も、昨年はコロナ禍の中、親睦活動委

員会による、谷保地域の古墳の散策及び北島会員の弓道

場での弓道体験。また、年忘れ家族例会の開催とようや

く親睦活動ができました。 

会員動向では年初から会員の２名減となり 40 名から

の出発となり、会員増強が急務となっております。どう

か会員の皆さまもお友達やお知り合いをご紹介いただ

き、紹介いただいた方を会員増強委員会と会長･幹事と

もどもフォローアップし、一名でも多くの方を入会いた

だけるよう頑張りたいと思います。どうか、ご紹介をお

願いいたします。 

新年早々より会員の皆様へのお願いを申すことにな

り申し訳ございませんがご協力お願いいたします。今年

一年充実した、楽しいロータリーライフを送れるようご

祈念申し上げ、新年のご挨拶といたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日  時：令和 4 年 1 月 12 日（水）  

会  場：例会場   

司  会 :ＳＡＡ             小澤谷守委員長 

開会点鐘                   本間会長 

国歌斉唱 

ロータリーソング唱和「我等の生業」 

四つのテスト            立席・清聴 

お客様の紹介              本間会長 

永見 理夫様 国立市長 

■ご挨拶             永見理夫市長 

 あけましておめでとうございま

す。新年早速どんど焼きではロータ

リークラブの会員の皆様のお力に敬

服をいたしました。２年間コロナに

踊らされましたので、今年こそはコ

ロナから脱却して住みよい街国立を

一緒に作って参りたいと思います。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ご貢献を

いただいていることに心から感謝申し上げたいと思い

ます。 

 今まさに来年度予算の編成の最中です。Link 国立・

桜フェスティバル・市民祭りも予算に組ませていただ

いています。それでもコロナ対策に多くの予算をかけ

ます。ロータリークラブの皆様にも一緒に参加いただ

いて市政とタッグを組みながら良い街を作っていけた

らと思っています。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。 

■ご挨拶  井田満会員・中野剛太郎後任支店長 

 皆様と楽しい３年間を過ごさせ

ていただきまして、有難うござい

ました。２年間はコロナで、本当

は楽しい国立のイベント･行事に

皆さんと邁進したかったのです

が、全然貢献できなかった反省で一杯です。次は融資

部で皆様のお手伝いができるよう頑張って参ります。

後任の中野が頑張りますので宜しくお願い致します。 
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会長報告                 本間会長 

●本日の理事会の報告は、次週のクラブフォーラムで報

告いたします。 

幹事報告                 遠藤直孝幹事 

●22-23 年度第２回多摩中グループ協議会 

 日時 １月 18 日（木）18 時 30 分 

 場所 ホテルエミシア東京立川 

 出席 寺澤会長エレクト・北島正典副幹事 

●第８回多摩中グループ協議会 

 日時 １月 20 日（木）18 時 

 場所 立川トレモンテ 

 出席 本間会長・遠藤幹事  

●第 2 回地区ロータリー財団セミナー 

 日時 2 月 15 日（火）10 時 

 場所 ハイアットリージェンシー東京 

 出席 本間会長  

●22-23 年度補助金管理セミナー 

 日時 2 月 15 日（火）14 時 

 場所 ハイアットリージェンシー東京 

 出席 寺澤会長エレクト・北島正典副幹事  

●1 月のロータリーレートは１ドル 115 円です。 

委員会報告                

●北島清高会員理事(実行委員長)・本多社会奉仕委員長

(事務局長) どんど焼きは小澤孝造会員から始まり私で

45 回目になりました。今年は幹事クラブで社会奉仕委員

の方並びに会員の皆様にお手伝いいただき非常に心強

かったです。この勢いで国立のイベントをどんどんやっ

ていきたいと思います。コロナの早期終結を願ってどん

ど焼きをしましたので、今年は色々出来る事を願って御

礼の挨拶といたします。 

●小松親睦活動委員長 年忘れ家族例会では多数の会

員御家族の方に参加いただきまして、有難うございまし

た。感染等に注意して開催させていただき、無事に終え

る事ができました。深く感謝申し上げます。 

会員記念日紹介 今月の各種お祝い 小松親睦活動委員長 

会員誕生月 

小澤孝造 会員（23 日）  

高柳栄造 会員（14 日） 

北島正典 会員（2 日） 

夫人誕生月 高柳会員夫人・里子様 

    

 

 

 

 

 

 

1 月誕生月の小澤孝造会員・北島正典会員 

ニコニコＢＯＸ        遠藤常臣親睦活動委員   

●本間会長 新年明けましておめでとうございます。ど

んど焼きでは社会奉仕委員会を始め会員の皆様ご苦労

様でした。永見市長のご来訪ありがとうございます。本

年１年もよろしくお願いします。 

●遠藤直孝幹事 会員の皆様、本年もよろしくお願い致

します。永見市長ご多忙のところ御来訪いただきありが

とうございます。どんど焼きでは北島清高実行委員長、

本多事務局長をはじめ社会奉仕委員の皆様ご苦労様で

した。 

●小澤孝造会員 本年も宜敷くお願いします。 

●五十嵐会員 新年明けましておめでとうございます。

本年も宜しくお願いいたします。社会奉仕委員会及び会

員の皆様ご苦労様でした。どんど焼きの初代実行委員長

は小澤孝造会員です。お忘れなく。 

●吉野会員 2022 年も会員皆様の御多幸を願いニコニ

コいたします。 

●杉田会員・秋山会員 新年明けましておめでとうござ

います。コロナに負けず頑張りましょう。今年もよろし

くお願い致します。又どんど焼きには皆様大変ご苦労様

でした。社会奉仕の皆様も、次の日の片付け雨の中ご苦

労様！ 

●岡本会員 明けましておめでとうございます。本間会

長・遠藤直孝幹事年度もいよいよ後半戦、そろそろ自分

の年度が終った気になる頃ですが、まだまだ本間・遠藤

年度は続きますので、コロナに負けず頑張って下さい。

また、10 日のどんど焼きでは北島清高実行委員長・事務

局をつとめた本多さん、社会奉仕委員会の皆様お疲れ様

でした。殆どお手伝いが出来ませんでしたので、お詫び

と会長幹事の後半への激励プラス昨年末の年忘れプラ

チナ賞のお礼を含めニコニコします。 

●秋廣会員 新年明けましておめでとうございます。ど

んど焼きが快晴の中実行できて良かったですね。北島実

行委員長と他の皆様御苦労様です。 

●山崎会員 明けましておめでとうございます。本年も

よろしくお願いします。 

●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。コロナも落ち着きませんが、元

気を出して今年も頑張りましょう。 

●北島正典会員 おたんじょうびのお祝いありがとう

ございます。来年還暦となります。まだ若いつもりです。

つもりですが今年息子に正論でたしなめられました。老

いも感じた年明け誕生日月です。 

●喜連元昭会員 此度の井田会員のご栄転お目出とう

ございます。3 年間の交わり合いの中で様々の活動をさ

れ大変御苦労様でした。 

●遠藤常臣会員 新年初めての例会！コロナが収まり

例会が順調に進みます様祈念致します。又、永見市長の
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御来訪御苦労様です。 

●岡田会員 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致します。社会奉仕委員会の皆

様どんど焼きお疲れ様でした。 

●関俊之会員 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。 

●北島清高会員 新年明けましておめでとうございま

す。また新年早々どんど焼きに御協力頂きまして大変

ありがとうございました。おかげ様で無事に終了でき

ました。今年も宜しくお願い致します。 

●鈴木会員 あけまして、おめでとうございます。今

年もヨロシクお願いします。 

●井田会員 3 年間大変お世話になりました。本部な

のでお客様と直接あまり会えなくて寂しいですが、中

野が引き継ぎ頑張ります。今後ともどうぞよろしくお

願い致します。 

●出席奨励委員会(津戸弘樹会員・北島清高会員・三田会

員) 皆様本年も宜しくお願いします。積極的に出席を

していただきロータリークラブを盛り上げましょう。 

●社会奉仕委員会(本多会員・小澤谷守会員・喜連元昭

会員・北島正典会員・遠藤久会員・山岡会員・津戸弘

樹会員) 会員の皆様どんど焼きに多数のご協力誠に有

難うございました。無事に終えることができました。 

●SAA 委員会(小澤谷守会員・小川会員・青木会員・木

島会委員・遠藤久会員) 明けましておめでとうござい

ます。またしても新種のコロナに悩まされていますが、

SAA 委員一同コロナに屈することなく本間・遠藤体制を

全力でバックアップし頑張って参ります。ご協力お願い

します。＊ニコニコ BOX104,000 円 累計 958,000 円 

出席報告          津戸弘樹出席奨励委員長 

１月１２日 在籍４０名中 出席３１名 

閉会点鐘                   本間会長 

 

新年賀詞交歓会 

例会終了後、クラブ恒例の新年賀詞交歓会が遠藤直孝

幹事の司会で進められた。五十嵐会員による乾杯・お食

事後も 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。 

乾杯 第 28 代会長 五十嵐会員 

新年例会に永見国立市長をお

迎えして開催出来ます事を心よ

りお慶びを申し上げます。コロナ

禍ではありますが、我々のポリシ

ーでありますロータリー活動、社

会奉仕が会員の皆様の御努力・御

工夫により挙行出来ますことを

ご祈念申し上げまして 乾杯 

 

 

今年のどんど焼き（第 2492 回）は、当クラブ会員の

北島清高実行委員長･本多事務局長のもと、谷保第三公

園で開催された。本部テント内外には、多くの黄色の

ジャンパーが目立ち、コロナ前の光景を垣間見たよう

であった。晴天ではなかったものの、２日前の大雪を

思えば、天候に恵まれた中での開催となり、これも北

島清高実行委員長の普段の行いの賜物であろう。 

 前日９日の杉田会員宅の竹林からの竹取から始まり、

造園組合の職人さん達による「かまくら」造り、各家

庭から持ち寄られたお正月飾りの分別･整理と、一つの

行事を行うには大勢の協力が欠かせない。こられの準

備に関わられた多くの会員各位にも感謝したい。 

本番 10 日は、11 時に当クラブの例会を「かまくら」

の前で開催、例会閉会後に集合写真となり、久しぶり

に多くの会員参加(32 名)での移動例会となった。11 時

30 分に当クラブ会員の津戸弘樹宮司の祝辞奏上で始

まり、2 基の｢かまくら｣への点火がされるとあっとい

う間に火が燃え盛り、ドーン、ドーンという竹の破裂

する音が響き渡った。 

 どんど焼きの由来は、各地さまざまであるところ、

ある会員に尋ねたら、火にくべた竹が｢どん、どん｣と

音を立てるので｢どんど焼き｣と言うんだよ、とのこと。 

東北では｢どんと焼き｣、関西では｢とんど焼き｣、静岡

では｢とんと焼き｣と呼ぶようだが、いずれにしても、

お正月の間飾っていた松飾り等をお焚き上げして、１

年間の災いを払い、家内安全･無病息災･子孫繁栄を願

う行事であることには変わりないようである。 

 昨年同様、コロナ影響を受けた中での開催となった

が、大きく異なったのは、まゆ玉の配布や各参加団体

の振舞いはないものの、公園内に来場者を迎えること

ができ、燃え盛る｢かまくら｣の周りに多くの家族連れ

がいる光景であり、来年はこの光景が通常に戻る事を

願うばかりである。コロナ禍で開催する｢どんど焼き｣

はまさに当を得た行事であるに違いない。今年は、コ

ロナ退散の良い一年である事を願うばかりである。 

(文：岡本会報副委員長)  

 

 

 

 

 

第 4５回塞の神どんど焼き 
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１月９日 前日準備 杉田会員宅の竹林にて竹取 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        令和４年１月 10 日 第 2492 回例会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

       北島清高実行委員長(右)と本多事務局長 

 

 

 

 

 
 

 

杉田会員宅からトラックで谷保第三公園へ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


