
 

                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                         
 
                                                                                                                                                                              
                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                         

 

 
 

  

 

 

 

 

 

◎司会      ＳＡＡ・親睦委員会 足立潤三郎 

                             
 

◎点鐘             会長 伊藤 英也 

 

                                               

◎ロータリーソング 「奉仕の理想」 

           ソングリーダー 菊池  敏 

 

 

◎お客様紹介          会長 伊藤 英也 

 特別代表             由井 重光様 

   奥様             由井 照子様 

 東京東村山ＲＣ          野村 高章様 

 米山奨学生            李 炯宙 君 

 国際親善奨学生          張 恵隣さん 

 元会員              杉野志保子様 

 会員の御夫人           遠藤 秀子様 

   〃             萩生田よし子様 

   〃              菊池知恵子様 

   〃              宮本 朱美様 

   〃              村上 郁子様 

   〃              関岡 良子様 

   〃              杉田 久子様 

   〃              吉沢都貴子様 

 会員のご家族                       

 阿部 華歌会員             綾 様 

   〃                 カナ様 

   〃          リュウタ君・カンタ君 

   〃        シュウタ君・アリサちゃん 

菊池  敏会員           優花ちゃん 

 

 

 

 

 

 

 

片山 哲也会員        片山 雄稀 様 

小坂 一郎会員        小坂 美紀 様 

  〃            紀久乃 ちゃん 

宮村  宏会員        宮村 政宏 様 

杉田  誠会員        杉田 勇  様    

   〃            杉田 真紀 様 

   〃            杉田 大樹 君  

   〃            杉田 将人 君 

 澄川  昇会員        鈴木 サリマ様  

   〃            鈴木メリエム様 

 

◎会務報告           会長 伊藤 英也 

 

  1 月最初の例会前に理事会を開催します。 

 

 

◎幹事報告           幹事  宮本  誠 

 

  事務局は今週中を目処に休みに入ります。労働時

間の調整が必要なこと、例会が本日で年内最後にな

ることの理由です。 
 
 

【 委員会報告 】 

 

◎出席報告    出席奨励委員会 杉田  誠 

  会員総数              ３８名 
  出席義務者数            ３２名 
  出席者数     出席義務者    ２５名 
           出席義務免除者   ４名                                                      

           事前ＭＵ      ０名  
  出席率            ８０．５６ ％ 
第 904回例会（12/2）訂正出席率８０．５６ ％ 
  
◎ニコニコＢＯＸ ＳＡＡ・親睦委員会  

岩野 京子 

 由井 重光様 吉沢先生１年間の健康管理有難う 

        ございます。お陰様で元気です。 

 

 

 

 

 

  
                                                                                                                          

 

 

        

 

 

 

 

 

 

          
 

 

 

 

 

 

  

                       

     

          

 

                

             

          
            
 
 
 
 
 
    

     

 
 

 
 
 
 

 

 

             
 

  

    
      

国際ロータリー第２７５０地区   

東京多摩グリーンロータリー・クラブ 
        ２００９～２０１０年度 

 

友情そして交流の輪を深め人生を高めよう                
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会長 伊藤 英也   幹事 宮本 誠  
会報・記録委員長 小泉 博   委員 萩生田政由・片山哲也・小林正裕 
副委員長      大松 誠二   小田良生・海野榮一・山田勍・吉沢洋景 

クリスマス例会・懇親会 



 杉野志保子様 メリークリスマス！お世話になり

ます。 

 伊藤 英也  お客様ようこそいらっしゃいまし

た。やっと半年過ぎました。後 

        半年頑張ります。宜しく御協力 

お願い致します。 

 宮本  誠  ロタキッド、合唱コンクール予選

通過しました。 

 宮本  誠  メリークリスマスお客様ようこそ。 

 阿部 華歌  メリークリスマス！孫がお世話に 

        なります。 

 足立潤三郎  メリーＸマス！孫が熱出して出席

できなくなりました。 

 赤尾 恭雄  一寸早すぎるクリスマス例会を祝

して。          

 大松 誠二  クリスマスパティー、楽しくやり

ましょう 皆さん。 

 遠藤 二郎  メリークリスマス！ 

 萩生田政由  メリークリスマス！！ 

 岩野 京子  メリークリスマス！外は寒い日で

すネ 雪が降ればホワイトクリス

マスですが！ 

 伊澤ケイ子  メリークリスマス。楽しく過ごし

ましょう。 

 菊池  敏  クリスマス例会孫がお世話になり

ます。 

 片山 哲也  今日はみんなで盛り上がりましょ

う。 

 小林 正裕  Ｘｍａｓ例会宜しくお願いします。 

 小坂 一郎  メリークリスマス 今日は若奥様

と孫１人宜しく！ 

 村上  久  今年も一年が早かったです。メリ

ークリスマス……… 

                来年も宜しくお願いします。 

 宮村  宏  今年もお世話になりました。来年

も宜しくお願いします。 

 小笠原 悟  メリークリスマス！ 

 齋藤 誠寿  メリークリスマス！ 

 杉田  誠  メリークリスマス！！ 

 関岡 俊二  孫が急に熱を出し出席出来ず残念

です。 

 津守 弘範  クリスマス懇親会を祝して。 

 海野 榮一  メリークリスマス！！ 

 吉沢 洋景  Ｍｅｒｒｙ Ｃｈｒｉｓｔｍａｓ 

 

本日の合計￥４６，０００（累計￥５４５，１１０ ） 

  

  

◎その他            ロタキッド宮本 朱美様 

ＴＶ東京主催の合唱コン

クールで良い成績で予選を

通過しました。本選は 1 月

にあります。優勝めざして

練習しています。皆様の応

援、宜しお願いします。 

 

◎次年度役員理事紹介      会長 伊藤 英也 

 

  会長 宮村 宏、会長エレクト 小泉 博、副会長 

大松 誠二、幹事 菊池 敏、会計 伊澤 ケイ子、

ＳＡＡ 萩生田 政由、理事 伊藤 英也、理事 

小笠原 悟の各会員。 

 

 宮村宏次年度会長より挨拶 

「以上のメンバーでがんばりますので宜しく

お願いいたします。」  

 
◎点鐘            会長 伊藤 英也 

 

       

 

 ―クリスマス懇親会― 

 

      司会 ＳＡＡ・親睦委員会 猪股 末男 

 

 

☆歓迎挨拶      SAA・親睦委員長足立潤三郎  

 

  本日は今冬 1 番の寒さの中、お越し頂きありがと

うございます。ご参加予定は大人の方が 56 名、お子

様が 19 名でしたが体調を崩されご参加できない方

もいらっしゃるようですが多くの方のご参加ありが

とうございます。また、日頃は活動に対しご理解・

ご協力を賜りありがとうございます。ご家族の協力

なくしてロータリークラブの活動はないと考えてい

ます。その意味で本日は全会員が皆様を歓迎してお

ります。このあと、お食事、余興、ビンゴゲームと

楽しくお過ごし下さい。 

 

 

☆乾杯           特別代表 由井重光様 

 

  本日はお招き頂きまして光栄です。 会員と奥様方、

家族の皆さんが一緒にできる会合は日本ではロータリ

ーだけだと思います。楽しく過ごせますよう祈念して乾

杯します。 

‘Merry Ⅹ’mas ＆ Happy New Year’ 

 



 

☆アトラクション 

       

〝クラウンパフォーマー・カラフルメリー〟 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ クラウンパフォーマー・カラフルメリーのメンバ

ーには三田みよ子会員のお嬢様がいらっしゃいま

した。 

 

☆１２月の誕生日祝い      会長 伊藤 英也 

 

≪おめでとうございます≫ 

由井 照子様 

萩生田茂夫会員、 

齋藤 文子様（齋藤 誠寿会員夫人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆ビンゴ大会      SAA・親睦委員会 

            岩野 京子・三田 みよ子 

 

 

※ 最後はジャンケン大会、強運の人は、やっぱり村

上郁子さんでした 

 

※ ジャンケンについて、その語源、本当の意味につ

いて津守会員より大変興味深い、為になるお話し

があったのですが、何しろお酒のせいで何処かに

抜けて行ってしまいました。何でも、大元は仏教

から来た言葉ということのようです。 

 

 

☆閉会挨拶           会長 伊藤 英也 

 

  本日は特別代表・奥様、会員のご家族の皆様、お

寒い中、ご参加頂きありがとうございました。 

ローターリークラブの例会は週に 1 回開催しており、

会員の皆さんにはお忙しい中、参加いただいており

ます。 

 今後も勉強してがんばってまいりたいと思います。 

 本日はありがとうございました。 

 

 

 

☆手に手つないで    ソングリーダー吉沢 洋景 

 

 

 

         （今週の担当 片山 哲也 ） 


