
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 
 

 

 

◎司会        ＳＡＡ・親睦委員 初野 有人 

◎開会点鐘            会長 入沢 修自 

 

◎ロータリーソング「それでこそロータリー」 

          ソングリーダー 菊池  敏 

   

◎お客様紹介           会長 入沢 修自 

中央大学落語研究会  

安川和希様(高座名ふられ亭勢海様) 

 

◎会務報告            会長 入沢 修自 

12 月 8 日、多摩消防少年団クリスマス会に会長として

参加しました。年末に向けて防災祈願クリスマス会とい

うことで、私もトラブルがないように祈りました。   

第 6回理事会について報告します。 

①  クラブ細則第 1条第2節に次年度理事数の規定が

ありますが、役職のない理事 2名とすることを追認

するかたちで承認しました。 

②  事務局の當間さんの健康状態に若干の心配があ

ることをご本人から申し出がありましたので、事務

局を補佐する方を募集することにしました。理事会

としても募集を検討しますが、会員からの紹介もよ

ろしくお願いいたします。 

 

◎幹事報告            幹事 田崎 博実 

配布：国際ロータリー第 2750 地区大会パンフレット、

クリスマス例会の料理メニュー 

回覧：ガバナー月信 12月号、東京米山友愛ＲＣの 2750

地区インターアクトクラブ認証伝達式のご案内、東京城

南ＲＣ創立 35 周年記念事業ピアノリサイタルご案内、

2020 年 1 月 8 日（水曜日）多摩ＲＣとの合同寿夜例会

の出席表 

沖縄首里城火災の復興支援義捐金募金箱を回覧します。 

 

【 委員会報告 】 

◎各委員会・他 

・千葉台風１５号・首里城火災義捐金について 

R財団・米山奨学委員会委員長 森本 由美 

 

 

 

 

 

 

皆様に義捐金をお願いしましたところ 先週の千葉台 

風15号義捐金20,000円と本日の朱里城火災に対する義

捐金 16，200円の募金を頂きました。全額を寄付として

送金します。ありがとうございました。 

 

・クリスマス例会について  

ＳＡＡ・親睦委員会 委員長 初野 有人 

クリスマス会を次週開催しますが、会員の皆様には 

3，000円相当のギフト提供と参加希望の方は 3，000円

のギフト交換券を購入していただきたい。SAA委員が当

日会場におりますので問い合わせをお願いします。また

京王プラザホテル多摩の料理は大いに期待して下さい。

（別紙メニューを見ると確かに相当凄い、皆さん、クリ

スマス会楽しみましょう！） 

 

・創立 30周年記念事業 実行委員会委員長 吉沢 洋景 

例会後第 1回の委員会を開催します。現・次期会長幹事

および統括委員長、各委員長は出席をお願いします。 

＜出席予定者＞ 入沢・田崎・峯岸・守田各会長幹事 

吉沢実行委員長・足立副実行委員長（統括委員長兼任） 

小坂（小泉）・関岡・大松・菊池・村上・伊澤各委員長 

（クラブ創立 30 周年記念事業実行委員会組織表参照し

てください） 

 

◎出席報告      出席奨励委員会 菊池  敏 

 

会員総数                28名 

出席義務免除者           6名 

出席者数 出席義務者           15名 

出席免除者        6名                                     

計                21名 

 

出席率    21/28  = ７５.００％ 

第 1233回(11/27)訂正出席率 ７８．５７％ 

 

◎ニコニコＢＯＸ  ＳＡＡ・親睦委員 福岡  均  

入沢 修自 本日は年次総会と落語という事で盛り 

だくさん、ありがとうございます。 

田﨑 博実 もうすぐ年末ですね。ラストスパート！ 

小坂 一郎 土曜日に退院しましたので。 
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萩生田政由 安川様卓話楽しみです。 

      宜しくお願い致します。 

初野 有人 クリスマス例会皆様宜しくお願い 

致します。 

 大松 誠二 ふられ亭さん、今年も笑って、納め 

       ましょう、よろしく。 

 村上  久 安川様宜しくお願いします。 

 大槻 一夫 安川様ようこそ。落語楽しみに 

       しております。 

 伊澤ケイ子 安川様ようこそ。楽しみです。 

 杉山 真一 安川様ようこそ卓話楽しみにして 

います。 

 福岡  均 インフルエンザが流行しているような 

ので皆様お体にはお気を付けて下さい。 

 菊池  敏 お客様ようこそ！ 

 伊藤 綾乃 落語楽しみにしています。 

 遠藤 二郎 お客様ようこそ。 

 森本 由美 中央大学安川さま ようこそ 

       落語期待しております！ 

足立潤三郎 森本さんホールインワンおめでとう 

      ございました。安川様卓話宜しくお願い 

します。 

 小泉  博 安川さま楽しみにしております 

       森本さんゴルフボールごちそうさまで 

した。次はカラーボールをお願いします。 

 守田  亨 お客様ようこそお越し下さいました。 

 

本日の合計￥２２，０００（累計￥３５７，００３） 

 
【 年 次 総 会 】 

 

             司会 幹事 田﨑 博実 

◎開会             会長 入沢 修自 

◎次年度役員理事信任決定   

2020-21年度指名委員会委員長 小泉  博 

＜決定済みの役員＞ 

会 長 ：峯岸 忠 

直前会長：入沢 修自 

次の役員・理事の承認を求めます。 

会長ｴﾚｸﾄ：杉山 真一 

副会長： 萩生田政由 

幹事 ： 守田  亨 

 ＳＡＡ： 林田  敏誠 

 会計 ： 大槻  一夫 

理事 ： 初野  有人 

理事 ：  小泉  博 

 

会員全員の拍手によって承認されました。 

 

◎閉会             会長 入沢 修自 

 

 

◎卓話者紹介          幹事 田﨑 博実     

 

◎落語     中央大学落語研究会 安川 和希様 

              （高座名 ふられ亭勢海） 

 

演題その 1 

＜看板のピンピン＞ 

落語でお馴染みの、親

分・ご隠居の真似して人

をだまそうとして逆に騙

されてしまうお話：博打

その世界の隠語が沢山出

てきましたね。最後の下

げはゾロ目のピンピン

（サイコロで 1と 1）でし

たが、我々もピンピンコ

ロリと行きますか。 

 

演題その 2 

＜目薬＞ 

眼の悪い夫婦の、ちょっとお下品なくすぐりのお話でし

た。「2 階から目薬」という諺がありましたっけ、関係

なかった？  

丁度時間となりました、おあとがよろしいようで。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎閉会点鐘            会長 入沢 修自 

 

（今週の担当 大松 誠二） 

 

小坂さん退院おめでとうございます！ 

吉沢さんも喜んでいます。 

 


