
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 
 

 

 

【司会】     ＳＡＡ・親睦委員長  林田 敏誠     

◎開会点鐘            会長 杉山 真一 

  皆んなの元気な顔を見る事ができて良かったです。 

 

◎ロータリーソング「奉仕の理想」 斉唱 

         ソングリーダー  菊池  敏 

 

◎会務報告            会長 杉山 真一 

 寿例会は規模を縮小して 2022 年 1 月 5 日(水)開催 

 

◎幹事報告            幹事 初野 有人 

 

 配布物：会報 第１４０９号 

    ：中間決算報告書 (7月～11月) 

     (次頁参照)ご報告ご覧ください。 

    ：回覧物なし 

 委員会報告、年次総会などこの後発表します。 

“ リンリンリン“ 今日は Xmas例会  

 

 Merry Xmas !! 

        “ サンタがやってきた ” 

 

 

 

 

【 委員会報告 】  

 

◎出席報告      出席奨励委員会 菊池  敏 

 

会員総数                 26名 

出席義務免除者            6名 

 

出席者数 出席義務者            17名 

出席免除者         4名 

計                 21名 

出席率    21/26  = 80.77％ 

 

◎ニコニコＢＯＸ   

ＳＡＡ・親睦委員会 入沢 修自 

 

杉山 真一  メリークリスマス 

初野 有人  早いもので 2021年もあと少しです 

林田 敏誠 来年も宜しくお願いします 

萩生田政由 次年度、役員 理事の皆様  

            宜しくお願い致します 

関岡 俊二 クリスマス例会を祝して 

遠藤 二郎 コロナ禍で楽しさも中くらいなりクリス

マス例会 

福岡  均 メリー・クリスマス！       

峯岸  忠 メリークリスマス 

田﨑 博実 お久しぶりです 

阿部 亮一 Merry Christmas！！ 

三田みよ子 次年度役員理事の皆様 

宜しくお願い致します 

      11・12月のお誕生日おめでとうございます 

足立潤三郎  Merry Christmas 

      久し振りに例会場でお酒を飲むの、何か月

振りかね 

伊澤ケイ子 メリークリスマス 

米津 正五  メリークリスマス！ 

      駅前通りのイルミネーションがきれいで

した 

大槻 一夫 皆様 今年もお世話になりました 

森本 由美 X´masですね！寒くなりましたので、 

      グルュ―ワインを飲むようになりました 
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鈴木 俊之 駅前のクリスマスイルミネーションきれ

いでした 

堤  香苗 純平が大学合格しました！      

小泉  博 メリークリスマス！！ 

      （欠席でしたがニコニコが届きました） 

入沢 修自 1年間お疲れさまでございます 

       

 本日の合計￥３９，０００（累計￥２９９，５３０） 

 

 

◎30 周年記念誌のお礼状紹介      峯岸  忠 

 

足立実行委員長の下、 

制作された記念誌 

 

 

多くの元会員の方に大変喜ばれ、感謝のお礼状が届いて

います。事務局にて保管しますのでご覧下さい。 

感謝礼状の紹介 
ご丁寧に多くの方々からお手紙が届いています。 

礼状：日野市 小林正さま、長野県 北村幸彦さま、 

   多摩市 阿部華歌さま、町田市 田島真由美さま 

   小田良生さま、 

奥木博勝さま (御礼の電話) 

「感激して涙しました。コロナ渦の中、奉仕活動には 

 多くのご苦労があったと思います。  チャーター 

 メンバーの皆さまにもよろしくお伝えください」 

 

【 年次総会 】  

    司会   幹事 初野 有人 

◎開会             会長 杉山 真一 

◎次年度役員理事信任決定   

指名委員会委員長 三田 みよ子 

 

来年度役員・理事発表と承認 

                

会 長      堤   香苗 

幹 事    大槻  一夫 

会長エレクト 福岡   均 

パスト会長  杉山  真一 

副会長    菊池   敏 

会 計    伊藤 綾乃 

理事（SAA）  林田  敏誠 

理事     田﨑  博実 

 

 

◎挨拶         次年度会長  堤  香苗 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

先ほど承認頂きました来年度会長 堤 香苗です。 

 

来年度、グリーンロータリーの皆さまひとりひとりが 

笑顔で参加下さることを願います、と大槻次年度幹事

とお話しました。 

先日、会長エレクト会議が開催されました。その際、

次年度 IMとガバナー公式訪問を９クラブ合同で開催 

したいとのお話がでました。 

来年度幹事クラブは武蔵府中 RCというお立場から 

会場は「府中芸術の森」劇場で開催したい、との提案

がございました。400名収容のところですが、参加会員

は 200名位ではないか、との意見です。 

1月以降月一回の予定で被選理事会が開催されます。皆

さまからご意見をいただきたいと考えております。 

再来年、世界大会をメルボルンで開催を目標にしてい

ますので、「何が出来るだろう」など会議を重ねて議論 

を進めて参ります。 

ご信任いただきありがとうございました。 

皆さまのご協力の元、頑張ります。 

 

 次 年 度 役 員 理 事 の み な さ ま 

     どうぞよろしくお願いいたします 

 



◎会計報告（中間決済 11月末現在）   

                会計 伊藤 綾乃 

      ※会計担当者欠席のため初野幹事が代理 

 

  中間決算報告書 (7月～11月) 

     一般会計 収入 ¥7,176,808 

                   支出  \3,128,780 

          ニコニコ BOX   \204,332 

    活動資金充当、入会引当金項目等は変動なし 

 

◎閉会             会長 杉山 真一 

 

11・12月お誕生日お祝い   会長 杉山 真一 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11月 入沢修自会員・小泉博会員・米津正五会員 

12月 伊藤綾乃会員・村山高史様 

   Happy birthday to you 

          happy birthday dear fellow ! 

 

祝福を受け 

御礼のことば 
 

入沢修自会員 

  

 

 

 

  

来年、僕は寅年ということで年男になります。 

「五黄の寅」読み方は「ごおうのとら」という事を人から

聞きました。金運がいいそうです。頑張ろうと思います。 

ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

Merry Christmas 

              

 

        

 
  関岡会員はお忙しい中、港区から例年通り参加です。 

  鈴木会員も駆けつけました 

    🎄 クリスマス商戦 これからも続きますね 

     
 

 

今年初めての乾杯！ 

     嬉しいね 

 Merry Xmas to all !! 

   

ka 
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麗しい美女メンバー 

菊池会員、米津会員も嬉しそう 

                

 

ご家族の方々も“ So happy Merry Christmas ” 

 

 
峯岸会員、萩生田会員、福岡会員、 

森本(会報担当) ご一緒に にっこり  

 

 元気な足立会員 とても楽しそう  

阿部会員にどうぞ！ 

 

◎閉会点鐘           会長 杉山 真一 

 

編集後記                                             

久しぶりの会報担当でした。カメラの操作に戸惑いも

あり、皆さまに教わりながら思い出しながらのお写真

は予備で何度もシャッターを押しました。結果はブレ

もなくホッとしましたが、2年ぶりの会報編集作業は 

結構楽しい時間でもありました。皆さまに感謝です。

来年の例会は全員参加を目標に、と心から思います。 

世界平和になるよう心から願う一年でもありました。 

ありがとうございました。 

             今週の担当 森本 由美 

       

      新年の予定  寿例会 １月５日(水)  

                           

忙中参加の田﨑会員も嬉しそう 
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