
                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                               
 
 
◎司会        ＳＡＡ・親睦委員会 萩生田政由 

                             

◎点鐘              会長 宮村  宏 

                                            

◎ロータリーソング 「奉仕の理想」 

            ソングリーダー 吉沢 洋景 

 

◎お客様紹介           会長 宮村  宏 

 

 特別代表            由井 重光 様 

  令夫人            由井 照子 様 

 東村山ＲＣ           野村 高章 様 

 元会員             杉野志保子 様 

 多摩市社会福祉協議会事務局長  中村  満 様 

       〃  法人管理課長 吉田 卓司 様 

 ロタキッド指揮者        鈴木 直人 様 

   〃  ピアニスト      越前 佳織 様 

   〃  東京音大学生     高安 芙紗子様 

 国際親善奨学生         張
ちゃん

 恵隣
へりん

 さん 

 青少年交換留学生    ジェシカ ヴィッヒマンさん 

派遣留学生           細谷 愛菜さん 

  〃 お母様         細谷 利佳 様 

 

◎会務報告            会長 宮村  宏 

 本日はありません。 

 

◎幹事報告            幹事  菊池  敏 

 地区大会参加の出欠表を回します。 

 

◎青少年交換学生派遣国決定通知並びにブレザー授与式 

 

  細谷 愛菜 さん       会長 宮村  宏 

 

 2011̶2012年度、青少年交

換派遣学生としてドイツ連

邦共和国に派遣します。小さ

な親善大使として両国の友

好の基となることを期待し

ます。 

 

 

 

 

 

【 委員会報告 】 

◎出席報告      出席奨励委員会 足立潤三郎 

 

会員総数              ３８名 
  出席義務者数            ３１名 
  出席者数     出席義務者    ２５名 
           出席義務免除者   ６名                                                      

           事前ＭＵ      ０名  
           計        ３１名 
出席率   31/37       =８３．７８ ％ 

 
第948回例会（12/8）訂正出席率 ８３．３３％  

 

 

◎ニコニコＢＯＸ ＳＡＡ・親睦委員会 大松 誠二 

 

 由井 重光様 吉沢先生今年も2人でお世話になり 

        ました。お陰様で健康です。 

 野村 高章様 今年も多摩センターのｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝを 

        見ることができました。1年間 

        有難うございます。 感謝で。 

 杉野志保子様 メリークリスマス。 

 宮村  宏  皆様今年1年大変お世話になりました。 

        今日は楽しいひと時を過ごしましょう。 

 菊池  敏  本日はクリスマス例会楽しみましょう。 

 阿部 華歌  メリークリスマス。 

 足立潤三郎  メリークリスマス。 

 赤尾 恭雄  今年もクリスマス例会を迎え、ますます 

        年の過ぎ行く早さが身にしみます。 

        今は体力の回復に専念するのみ。 

 大松 誠二  メリークリスマス！皆さん、ことしも 

        頑張ったね。 

 遠藤 二郎  メリークリスマス！今年は20周年記念 

        式典も大成功でハッピー。 

 萩生田政由  今年のクリスマスは家族でお世話に 

        なります。宜しくお願い致します。 

 伊藤 英也  メリークリスマス お客様ようこそ。 

 伊澤ケイ子  メリークリスマス。 

 片山 哲也  メリークリスマス！今日はみんなで   

        楽しみましょう。 
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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 
        ２０10～２０１1年度 

 

地域の力となり、その輪を広げよう                

 



 

小泉  博  メリークリスマス‼ 

 三田みよ子  今日は楽しみにしています。 

 宮本  誠  メリーＸマス！今年の多摩グリーンは 

        間一髪、天気に恵まれてますねー。 

 村上  久  メリークリスマス 今年１年お世話に 

        成りました。来年も宜しく。 

 齋藤 誠壽  メリークリスマス。 

 関岡 俊二  クリスマス例会を祝して 大勢で参加 

        させてもらいます。 

 澄川  昇  メリークリスマス。 

 津守 弘範  エンギダルマで ニコニコ  

        クリスマス例会を祝して。 

 海野 榮一  メリークリスマス。 

 吉沢 洋景  Ｍｅｒｒｙ ｃｈｒｉｓｔｍａｓ 
岩本 光雄  メリークリスマス。 

 
 
 本日の合計￥ ４７，０００（累計￥５６５，１０３ ） 
 

◎その他の委員会 

 ☆募金活動委員会       委員長 澄川  昇 

 我々が派遣する交換留学生の大事な資金になると言うこと 

 をご理解頂きたい。Ｒ財団（＄：８２円）、米山の回覧を 

 します。 

◎歳末助け合い運動    多摩市社会福祉協議会 

              事務局長 中村 満 様 

 歳末助け合いの募金協力のお願いに上がりました。 

 今年度の目標額は２２０万円です。どうぞ宜しくお願 

 い致します。 

◎次年度役員理事紹介      会長 宮村  宏 

 ※ 紹介  次年度会長 小泉  博 

副会長   萩生田政由 

会長ｴﾚｸﾄ  澄川  昇 

直前会長  宮村  宏 

幹事    荒瀧 義機 

会計    三田みよ子 

ＳＡＡ   岩本 光雄 

理事    村上  久 

理事    菊池  敏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎点鐘            会長 宮村  宏  

       クリスマス懇親会   

       司会 ＳＡＡ・親睦委員会 萩生田政由 

☆歓迎挨拶           幹事 菊池  敏 

☆クリスマスソング    メドレー８曲 

   多摩グリーンロタキッドクラブ 

「心の詩・少年少女合唱団」 

   指揮：鈴木 直人   ピアノ：越前 佳織      

特別出演：東京音大学生 高安芙紗子 

 

☆お客様紹介          会長 宮村  宏 

 阿部華歌会員ご家族 阿部 アヤ様・リュウタ君 

カンタ君・シュウタ君 

木下 加奈様・アリサちゃん 

ミナトちゃん 

遠藤 二郎会員夫人 遠藤 秀子 様 

萩生田政由会員夫人 萩生田よし子様 

ご家族 尚樹様・陽子様 

           真大君・大翔君 

岩本 光雄会員夫人 岩本 みち子様 

小坂一郎会員ご家族 小坂 美紀 様・紀久乃ちゃん 

           知都乃ちゃん 

宮本  誠会員夫人 宮本 朱美 様 

宮村  宏会員夫人 宮村 政宏 様 

村上  久会員夫人 村上 郁子 様 

関岡 俊二会員夫人 関岡 良子 様 

ご家族 春香様 

貴之様・叔身ちゃん・凜生君 

優慈ちゃん・華慈ちゃん 



杉田  誠会員夫人 杉田 久子様 

ご家族 勇様・真紀様 

           大樹君・将人君 

杉山 真一会員パートナー 

  三浦 司 様 

澄川 昇会員ゲスト 鈴木ゆなちゃん 

 吉沢 洋景会員夫人 吉沢都貴子様 

☆ 乾杯           

特別代表  由井 重光 様 

 今年はこのクラブが出来て丁  

度２０年になって、大変大事な年

でありました。２０年の式典が素

晴らしく立派に出来て、良かった

なと思っております。20周年のお

祝いを兼ねて、いいお正月が出来

ますように、皆さんのご健勝とクラブの発展を祈念して、

乾杯。 

 

☆アトラクション    

 クラウンパフォーマーカラフルメリー 

 

☆20周年記念事業報  20周年広報委員長 海野 榮一 

 20周年を迎えるにあたって、会員全員が20周年事業・ 

 式典を行いました。その記録をＤＶＤに収めました。 

 ＤＶＤの中身は８年に亘る障がい者テニス、創立１５ 

 周年を記念して創ったロタキッドクラブの成長記録で 

 す。それを披露申し上げます。 

☆会員表彰          ≪20年皆出席≫   

海野 榮一会員          

菊池 敏 会員  

≪特別表彰≫    

赤尾 恭雄会員 

 

 

 

 

☆12月誕生祝           会長 宮村  宏 

♪♪ ＨＡＰＰＹ ＢＩＲＴＨＤＡＹ ♪♪ 

          

 

 

 

萩生田 茂夫会員、 

       齋藤 誠壽会員夫人 文子様 

       由井特別代表夫人 照子様 

 

☆ みんなでクリスマスソング 

聖夜、ジングルベルス 

 

 

 

指揮：鈴木 直人  ピアノ：越前 佳織 

 

☆閉会挨拶            会長 宮村  宏  

    

 

☆手に手つないで    ソングリーダー 吉沢 洋景  

 

 

 （今週の担当：吉沢 洋景 ） 


