
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 
 

 

 

◎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「我等の生業」 

          ソングリーダー 吉沢 洋景 

   

◎お客様紹介           会長 入沢 修自 

 フレンズ・ウィズアウト・ア・ボーダーＪＡＰＡＮ 

                  永野ちづる様 

 会員ご夫人     入沢 友実様 村上 郁子様 

           吉沢都貴子様 

 会員ご家族     入沢 光紀君 伊藤 晃徳君 

 (株)ピース・イン・ツアー     中居美穂子様 

 

◎会務報告            会長 入沢 修自 

理事会にて創立 30周年記念事業を承認しました 

 

◎幹事報告            幹事 田崎 博実 

配布：東京城南 RC創立 35周年ピアノリサイタル 案内 

回覧：・2019-20年度 RLIパートⅢ開催のご案内 

   ・ハイライトよねやま 237号 

   ・東京米山友愛 RC創立 10周年式典のご案内 

   ・東京白金 RC ﾁｬﾘﾃｨｺﾞﾙﾌのご案内 

   ・多摩映画フォーラム今年度ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ 

      ・ラオ・フレンズ小児病院プロジェクト 

        “今月の出来事”2019年 9月～10月 

   ・他クラブ例会変更：事務局にお問合せ下さい 

【 委員会報告 】 

◎各委員会・他 

 ★クラブ創立３０周年記念事業式典実行委員会 

   実行委員長 吉沢 洋景 

・周年事業について臨時理事会に 

承認していただきました。 

・これまで支援しているフレンズ・ 

 ウィズアウト・ア・ボーダーJAPAN 

の現地を視察する 

・式典では代表の赤尾さまが講演 

・本日、代理の杉本ちづる様が出席されています。 

 

 

 

 

 

 

・ご挨拶   

ﾌﾚﾝｽﾞ･ｳｨｽﾞｱｳﾄ･ｱ･ﾎﾞｰﾀﾞｰ JAPAN 永野ちづる様 

 

継続して活動を支援して頂

き、ありがとうございます。 

来年の周年事業には代表の 

赤尾和美の講演を企画してい

ただきます事をスタッフ一同

大変楽しみにしております。 

又、来年ツアーを組んで現地 

を視察して頂きます事を大

変喜んでおります。              永野ちづる様ご挨拶 

・創立３０周年記念事業 

ラオス・カンボジア小児病院への支援訪問 

～赤尾和美氏を応援しよう～ 

FRIENDS WITHOUT A BORDER 

1999年、カンボジアに『アンコール小児病院』を 

設立し、2013年に現地化を達成。 

2015年にはラオスに『ラオ・フレンズ小児病院』 

を開院して子供たちの診療にあたっています。 

 

・旅行日程の説明 

(株)ピース・イン・ツアー 中居 美穂子様 

旅行日程：2020年 2月 11日(火)-16日(日) 

1) 2月 11日(火) 成田→ ハノイ→ ルアンパバーン 

2) 2月 12日(水) ルアンパバーン 

3) 2月 13日(木) ルアンパバーン→ シェムリアップ 

4) 2月 14日(金) シェムリアップ 

5) 2月 15日(土) シェムリアップ→ ホーチミン 

6) 2月 16日(日) ホーチミン→ 成田着 7:45予定 

 

◎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           18名 

出席免除者        6名                                     

計                24名 

出席率    24/28  = ８５.７１％ 

第 1334回(12/4) 訂正出席率 ７８.５７％ 
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例会場  京王プラザホテル多摩 例会日 水曜日12：30～   月最終例会18：30～ 

事務局  〒２０６－００３３ 多摩市落合1-43  京王プラザホテル多摩５６１号 

TEL  042-372-6463  FAX  042-372-6491 Eメールtamagrc@tamagrc.join-us.jp 

    

会長 入沢 修自  幹事 田﨑 博実  会報・記録委員長 守田 亨 

副委員長 大松誠二 委員 関岡俊二 森本由美 林田敏雅 伊藤綾乃 

菊池 敏 福岡 均  HP： http://www.tamagrc.join-us.jp/        
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◎ニコニコＢＯＸ  ＳＡＡ・親睦委員会 

 本日のニコニコはプレゼント交換引き換え券 

となり一律￥３，０００となりました 

本日の合計￥７３，０００（累計￥４３０，００３ ） 

 

◎次年度役員・理事ご紹介   次年度会長 峯岸 忠 

  来年度役員・理事の皆さま よろしくお願い致します 

 

◎12月の誕生日祝い ＨＡＰＰＹ ＢＩＲＴＨＤＡＹ  
伊藤 綾乃会員  

村山 高史様(堤会員ご夫君)! 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎閉会点鐘     会長 入沢 修自 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 ◎司会 ＳＡＡ・親睦委員長 初野 有人 

 

★ご挨拶と料理のご説明  

    京王プラザホテル多摩総料理長 佐藤浩一 

 

入社してから八王子、札幌そして 

今年 7月赴任しております。 

今日のメニューは和・洋・中を取り

揃えております。 

特にフィルム包み料理では中に 

アワビ、オマール海老、金目鯛など

入れたナージュ(泳ぐ)という 

海鮮 4種のお料理です。お楽しみ頂ければ幸いです。 

★★★ 乾杯！！吉沢 洋景 ★★★ 

★プレゼント・大抽選会                

ＳＡＡ・親睦委員会 

 

 

 

 

 

 

 

 
伊藤会員のお子様 

 

入沢 光紀君  

伊藤 晃徳君 

入沢 友実様 

村上 郁子様 

吉沢都貴子様 

ゲストでご参加

の永野様、中井様

もご一緒に楽し

んで頂きました。 

ワインの乾杯か

ら始まりました。 

小坂会員、澄川会員も 

皆さんとお揃いで 

元気に Xmas例会を楽

しんで頂きました。 

 

 
 

◎閉会挨拶         

次年度会長 峯岸 忠 

 

 

～ 手に手つないで ～ 

 ソングリーダー 菊池  敏 

1952年日本のロータリーが地域にわかれる時、これか

らも友情を確かめ合い、手に手をつないでいこうと誓い

合った歌。最初に大きく輪になって下さい。 

実際に手に手をつないで、その手を前後にスウィングさ

せて歌って下さい。スウィングがバラバラにならないよ

う、気持ちをひとつにしてからスタートです。 

前奏は動かずに、歌いだしの＜手に手＞のはじめの「手」

という言葉で手を上にあげるとそろいます。 

Let’s start sing song 👍に✌つないで！ 

Please have joyful Holidays, and peaceful New Year, 
2020!!  Best wishes, thanks everyone!! 

（今週の担当 森本 由美） 

Happy birthday to you,  

Happy birthday to you,  

Happy birthday dear fellow, 

Happy birthday to you  

Wowwww ～ ! 

ぼくが好きな 

プレゼントだぁ～ 

ありがとう 

サンタさん ♡ ♡ 

 

      (晃徳くん) 

Ｍｅｒｒｙ ｃｈｒｉｓｔｍａｓ！ 
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