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日  時：令和 4 年 6 月 15 日（水）  

会  場：例会場   

司  会 :ＳＡＡ               木島委員 

開会点鐘                  本間会長 

ロータリーソング唱和「それでこそロータリー」 

お客様の紹介 

会長挨拶               

 去年の今頃は次年度寺澤会長と同じような感じ

でそわそわしていました。１年間コロナに振り回さ

れて、会場のことなど決断が中々出来なくて皆様に

ご相談したという事もありました。理事の皆様にも

支えていただきまして、無事に何とかこの日を迎え

る事ができたと思っております。この会場での例会

はきょうで最後になります。幹事にもお世話になり

まして、無事に色々な事業がこなせたと思います。

１年間本当にありがとうございました。 

幹事報告              遠藤直孝幹事 

●2022-23 年度 第 1 回米山記念奨学セミナー 

 日時 ７月 14 日（木）15 時 

 場所 マリオット銀座東武ホテル 

 出席 北島正典次年度幹事 

●新年度に向けて、例会場のメールボックスを片付

けてお帰りください。 

委員会報告 

●小松親睦活動委員長 親睦旅行の収支報告をメ

ールボックスに入れました。予定よりもかからずに 

 

 

 

 

無事に終える事ができました。１年間ありがとうござ

いました。 

●岡田次期親睦活動委員長 ７月 27 日の納涼家族例

会のお知らせを配布しました。申込期限を７月６日と

いたします。ご家族での参加をお待ちしています。 

ニコニコＢＯＸ        喜連紘子親睦活動委員 

●本間会長 いよいよ例会場での例会も今回で最後

となりました。１年間会員の皆様には大変お世話にな

りました。来週の最終例会はよろしくお願いします。 

●遠藤直孝幹事 今年度の例会も残すところあと

２回となりました。来週の最終家族例会もよろしく

お願い致します。 

●小川会員・喜連紘子会員 本日、職業奉仕の為、

少々早く退席しますので、山岡先生の卓話聞けない

のが残念です。代わりに喜連紘子会員に後でよく話

を聞くことといたしました。山岡先生本当にご苦労

様です。 

●山岡会員 本日は今年度最後の卓話です。奉仕の

つどいのビデオを見て頂きます。１年間ありがとう

ございました。 

＊ニコニコ BOX 合計 21,000 円 累計 1,411,000 円 

出席報告         津戸弘樹出席奨励委員長 

６月１５日 在籍４０名中 出席３０名  

28 日前の出席率 5 月 18 日 97.50％ 

閉会点鐘                 本間会長 

第 2507 回例会報告 

回例会報告 

第 26 号 2022/7/6 
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地区｢奉仕のつどい｣ 視聴 

① 「ロータリー奉仕デー・ 
チャリティキッズフェスタ」 
東京サンライズ汐留 RC 
東京グローバル RC 

東京田園調布緑 RC 
② ｢多摩川クリーン作戦｣ 

東京昭島中央 RC 
視聴内容は視聴用データで確認できます 

地区作成「第９回奉仕のつどい」冊子 

ご覧になりたい方は、事務局に確認してください 

 
講師紹介（小澤崇文クラブ管理運営理事） 

おわりに               山岡プログラム委員長  

 きょうは２本みていただきま

した。特に昭島中央 RC は近く

でも色々な事業をやっているこ

とが解らなかったので、こうい

う発表を通じて解りましたので

ご参考にしていただきたいと思

います。今年度はこれでプログラム委員会としての

卓話を終了させていただきました。色々ご迷惑をお

かけし、また山岡…とたくさんご意見あったかと思

いますけれども、ありがとうございました。 

 

 

 

日  時：令和 4 年 6 月 22 日（水）  

会  場：パレスホテル立川 

司  会 :ＳＡＡ            小澤谷守委員長 

開会点鐘                  山崎会長 

斉  唱：奉仕の理想 清聴 

会長退任のご挨拶        本間康彦会長 

東京国立ロータリークラブ第 53代会長を拝命し、

会員の皆さまに支えられ、無事、最終例会を迎える

ことができました。 

コロナ過において、会員の皆さま、また、理事の

方々には例会運営や事業において、様々な問題に適

切なご意見をいただきましたこと、本当にありがと

うございました。 

遠藤幹事におかれましては、予定者から１年半、

いろいろな面で大変にお世話になりました。私の思 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長・幹事より次年度の会長・幹事へバッヂの交換 

バッヂの交換 次年度寺澤会長・北島正典幹事より 

本間康彦会長・遠藤直孝幹事へ、花束の贈呈 

っていた印象とは異なり、会員への連絡や指導を事

細かく行っていただきました、そのおかげで例会・

事業等がスムーズに行うことができました。事務局

の間島さんには書類や申請類などクラブ運営まで

お世話になり、なくてはならない存在だと改めて思

いました。 

 事業に関しては、コロナ禍に始まり、例会日程な

ど振り回され、そんな中でも、各委員会の委員長に

は大変なご苦労をおかけしながらも事業をこなし

ていただき大変に心強く思いました。 

 １年間はとても短いように思いました、そんな中、

この歴史ある東京国立ロータリークラブ会長とい

う重みを改めて感じました。そして、この時を有意

義に過ごさせていただきました事と、会員の皆さま

の温かいお気持ちの重さをも感じました。至らない

面も多々あったと思いますがお許しをいただいて、

会長退任の御礼の言葉とかえさせていただきます。 

１年間本当にありがとうございました。 

幹事退任のご挨拶        遠藤直孝幹事 

本間会長の幹事としての一年間がもう少しで終

わろうとしています。 

昨年の今頃、幹事としての心得も何も分からず、

コロナ禍のなかでの不安を満載した船出でありま

したが、本間会長をはじめ会員の皆さん、事務局の

間島さん、たくさんの方々からご指導、ご協力を頂

き本日の最終例会を無事に迎えることができまし

た。心から感謝を申し上げたいと思います。一年間

どうもありがとうございました。 

 

最 終 家 族 例 会 

第 2508 回例会報告 

回例会報告 
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小澤崇文クラブ管理運営理事の 

懇親会開催の挨拶に続き 

杉田和男パスト会長による 

乾杯の発声 

 

 

 

 

 

 

 

出席 100％の会員の紹介  

今年度はコロナ禍のために４月より６月のみ出席

率の対象となりました。30 名の方に記念品贈呈(コ

ワレモノのため後日お渡しします) 

手に手つないで  

美味しいお食事をいただきながら、素敵な演奏を

聞き、最後に久しぶりの「手に手つないで」曲に

合わせて大きな輪が広がりました。 

ソングリーダー関重寿会員 

会員はマスク・ビニールの手袋を装着しました 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アトラクション Le jouet(る・じゅえ) 

サックス・ピアノ・パーカッション 

演奏とお話、楽しいコンサートでした 

  ☆動物の謝肉祭から白鳥、終曲 

☆カルメンメドレー ☆青春の輝き 他 

可愛いお客様は、本間会長のお孫さんの倫さん・ 

遠藤久会員のお孫さんの詩歩さん 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 
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ニコニコＢＯＸ        小松親睦活動委員長 

●益子悦雄様(東京立川 RC 会長) 東京国立ロータ

リークラブの皆様、最終例会の開催おめでとうござ

います。本間会長一年間お疲れ様でした。28 日の会

長幹事会でお会いしましょう。 

●本間会長 いよいよ今日を迎えました。１年間本当

にありがとうございました。来月からはゆっくりさせ

ていただきます。 

●遠藤直孝幹事 会長をはじめ理事の皆さん委員

長の皆さん、会員の皆さん事務局さんの心温まるご

支援を頂き無事１年を過ごす事ができました。心よ

り御礼申し上げます。ありがとうございました。

SAA 委員会・親睦活動委員会の皆様よろしくお願い

致します。 

●小澤孝造会員 最終家族例会設営、親睦さん

SAA さん御苦労様、楽しませて戴きます。又、本

間・遠藤丸の無事の帰港お目出度うお祝い申し上

げます。 

●時田会員 七夕の日にスタートを切った本間会

長・遠藤幹事年度あっと言う間に一年が過ぎてしま

い、さぞかし心残りかと思います。この一年本当に

ご苦労様でした。 

●吉野会員・杉田会員 本間会長・遠藤幹事１年

間ご苦労様でした。 

●関重寿会員 本間会長・遠藤幹事ご苦労様でし

た。名ばかり会員で申し訳ございませんでした。

あとこの状態が 2～3 年続くと思います。 

●村上会員 本間・遠藤丸の１年間の航海、無事

の帰港お目でとうございます。 

●岡本会員 本間会長・遠藤直孝幹事、コロナ禍で

のクラブ運営、１年間お疲れ様でした。親睦委員会、

SAA 委員会のみなさん本日の準備ご苦労様です。最

終家族例会楽しませて頂きます。 

●秋廣会員 本間・遠藤丸のコロナ禍の中、無事帰

還お喜び申し上げます。特に私が印象深かったのは

親睦旅行でした。上高地そして帝国ホテルの行き届

いたサービス、大変良かったと思います。小松親睦

委員長御苦労様でした。 

●小澤谷守会員 本間会長・遠藤直孝幹事一年間ご

苦労様でした。ありがとうございました。 

●山崎会員 コロナ禍でのクラブ運営大変でした

と思います。１年間ご苦労様でした。 

●寺澤会員 本間会長・遠藤幹事１年間ありがとう

ございました。寂しさもあると思いますので、次年

度は直前会長・クラブ運営理事としてご指導の程宜

しくお願い致します。 

●小澤崇文会員 会長・幹事、御苦労様でした。親

睦活動委員会の皆様お世話になります。再び旅行の

時のように 3 代でお世話になります。 

●喜連元昭会員 本間・遠藤丸の無事な帰港お目出

とうございます。コロナ感染状況の様々な制約中巧

みな舵取りお見事でした。 

 

●北島正典会員 本間会長・遠藤直孝幹事一年間

ありがとうございました。先の見えないコロナ禍

の中、堅実な舵取り見習いたいと思います。今後

も御指導よろしくお願いいたします。親睦委員会 

・SAA 委員会の皆様、すてきな最終例会ありがと

うございます。 

●秋山会員 10 年間大変お世話になりましたが、

この度退会させて頂くことになりました。色々あ

りがとうございました。“奉仕の心”を忘れずにこ

れからも過ごしたいと思います。会の発展と皆様

のご健勝をお祈り申し上げます。 

●関俊之会員 本間会長・遠藤直孝幹事一年間御苦

労様でした。今宵は夫婦共々楽しませて頂きます!! 

●北島清高会員 本間会長・遠藤直孝幹事一年間お

つかれ様でした。コロナ禍での取組み大変だったと

思います。今日はハジケて下さい。御苦労様でした。 

●鈴木会員 本間会長・遠藤幹事１年間お疲れ様で

した。お役に立てず、すみませんでした。 

●川向会員・三田会員 本間会長・遠藤幹事一年間

お疲れ様でした。今晩は久しぶりに楽しませて頂き

ます。 

●本多会員 本間会長・遠藤幹事 1 年間大変おつか

れ様でした。 

●遠藤久会員 今日は本間会長に見習って遠藤家

孫を含めて 4 人で参加いたしました。本間会長・遠

藤幹事一年間ありがとうございました。 

●山岡会員 一年間ありがとうございます。来年度

もよろしくお願い致します。 

●二階堂会員 今期、青少年奉仕委員会としての活

動がランドセルカバー贈呈のみとなってしまい、不

完全燃焼のまま終わる事となってしまいました。次

年度においては活動を活発に行える事を祈るばか

りです。皆様ご協力をありがとうございました。 

●SAA 委員会(小澤谷守会員・小川会員・青木会員・

木島会員・遠藤久会員) 執念深くまとわりつくコ

ロナ禍を縫って、本間・遠藤丸の無事のご帰航おめ

でとうございます。不確定な情勢の一年間のご苦労

は大変だったろうとお察しします。皆さん今日は大

いに発散しましょう！ 

●親睦活動委員会(小松会員・遠藤常臣会員・喜連紘

子会員・伊藤会員・岡田会員・鈴木会員・中野会員) 

皆様には一年間大変お世話になりありがとうござ

いました。本間会長・遠藤幹事一年間大変お疲れ様

でした。 

 

＊ニコニコ BOX 合計 161,000 円 累計 1,572,000 円 

出席報告         北島清高出席奨励委員 

６月１５日 在籍４０名中 出席３５名  

28 日前の出席率 5 月 25 日 97.50％ 

閉会点鐘                 本間会長 


