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
２０１８～２０１９年度

増強から広げる

２０1８．１２．１９ 第１２９５回例会

No.２９－１９ ２０１９．０１．０９発行

２０１８年クリスマス例会
◎司会
◎開会点鐘

ラオ・フレンズ小児病院”今月の出来事”
9-10 月版
★1 月 9 日（水）新春 2 クラブ合同寿例会出欠表

ＳＡＡ・親睦委員 杉山 真一
会長 三田みよ子

◎ロータリーソング「我等の生業」

他クラブ例会変更：事務局にお問い合わせ下さい。

ソングリーダー 森本 由美
◎お客様紹介
会長 三田 みよ子
ﾌﾚﾝｽﾞ･ｳｨｽﾞｱｳﾄ･ｱ･ﾎﾞｰﾀﾞｰ JAPAN
杉本 ちづる様
多摩消防署
署長 金子裕一郎様
〃
警防課長 髙橋 公也様
〃
消防少年団団長 荒津内優子様
会員ご夫人・ご夫君
村上 郁子様 小形 正夫様
米山学友
ペルチェ ジャンシャルル君

◎会員表彰・クラブ表彰
会長 三田みよ子
♦関岡 俊二会員
第４回マルチプル 米山功労者
第 3 回マルチプル ポールハリスフェロー
♦ロータリー米山記念奨学会より当クラブへ
第 18 回クラブ表彰
【 委員会報告 】
◎各委員会・他

◎会務報告
会長 三田 みよ子
・12 月 13 日多摩東グループ協議会に出席しました
<主な内容>
★2019-20 年度の青少年交換来日生受け入れは
輪番で東京 i シティＲＣが担当になる予定
ちなみに 2020-21 年度は当クラブの担当になる予定

◎出席報告
出席奨励委員会
会員総数
出席義務免除者
出席者数 出席義務者
出席免除者
計

★多摩東グループ 2020-21 年度のガバナー補佐
は東京多摩ＲＣの関戸達哉氏に決定
★2019 年 5 月 12 日の地区主催ロータリーデーの内容
多摩東グループは東京稲城ＲＣから提案のあった野菜
の販売 各クラブよりお手伝い担当の要請あり
★4/24ＩＭのテーマ「語り合い、次につなげる」
内容について（グループディスカッションについて
説明があった）
◎幹事報告
幹事 菊池
敏
回覧：バギオ基金 2017 年度事業報告と基金への寄付
のお願い。
東京国立ＲＣ50 周年記念式典案内
ハイライトよねやま 225 号

萩生田政由
28 名
7名
19 名
6名
25 名

出席率
25/27 = ９２.５９％
第 1293 回(12/5)訂正出席率 ６６．６７％
◎ニコニコＢＯＸ
ＳＡＡ・親睦委員 初野 有人
三田みよ子 お客様ようこそ、大いにクリスマス楽
しみましょう！来年もよろしくお願い
します。
菊池
敏 クリスマス例会を祝して
今年はご協力ありがとうございます
来年もネ。
入沢 修自 どんな 1 年だったかなあ、と感慨に
ふけります。メリークリスマス。
守田
亨 お客様ようこそお越し下さいました
あっという間に 1 年終わりそうです。
関岡 俊二 クリスマス例会を祝って皆さん来年
も宜しく。

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 三田みよ子 幹事 菊池 敏
会報・記録委員長 小泉 博
副委員長 守田 亨 委員 関岡俊二 遠藤二郎 瀬戸 武 宮本 誠
森本由美 田﨑博実
HP： http://www.tamagrc.join-us.jp/

森本 由美 Merry Xmas！！ 良いお年をお迎え
ください。
瀬戸
武 ようやく年末らしくなりましたね。
足立潤三郎 お客様ようこそ 2018-19 年クリスマス
例会を記念して メリークリスマス。
小泉
博 皆さんメリークリスマス例会楽しんで
下さい。
萩生田政由 クリスマス例会を祝して。
杉山 真一 お客様ようこそ楽しんでください。
村上
久 お客様ようこそ メリークリスマス。
峯岸
忠 メリークリスマス お客様ようこそ
パーティー楽しんで下さいね。
遠藤 二郎 お客さ様ようこそ メリークリスマス
福岡
均 初めてのクリスマス会 楽しみです。
初野 有人 メリークリスマス！
宮本
誠 メリーX マス！
田﨑 博実 メリークリスマス。
林田 敏誠 メリークリスマス
伊澤ケイ子 メリークリスマス❢❢

本日の合計￥３５，０００（￥ ３９４，２２３）

※挨拶
ＳＡＡ・親睦委員長 杉山真一
皆さん今晩は、お客様よくおいで下さいました。
日頃、ロータリー活動は会員家族の皆様そしてお客様
のお蔭と感謝しております。本日時間の許す限りお楽
しみ下さい。
※乾杯
足立潤三郎会員
消防署長様はじめお客
様、年末ご多忙の所ようこ
そおいで頂きました。どう
ぞごゆっくりお楽しみくだ
さい。本日は家族の方が少
ない様ですが、我々こうし
て活動していますのもご家
族皆様のご協力あっての事
と思い 御礼申し上げます。

それではメリークリスマス！ 乾杯！
★オークション
司会： 峯岸 忠・徳原 透
（アシスタント）守田 亨 瀬戸 武 伊澤ケイ子
只今より歳末助け合いオークションを開始致します。
商品の説明は徳原会員が行います。

◎次年度役員・理事ご紹介 次年度会長 入沢 修自
会長ｴﾚｸﾄ 峯岸 忠会員 直前会長 三田みよ子会員
副会長
小坂一郎会員 幹 事
田﨑博実会員
ＳＡＡ
初野有人会員 会計
林田敏誠会員
理事
遠藤二郎会員

◎オークション売り上げ金 計 １１７，０００円

◎12 月誕生日祝い

おめでとうございます

◎閉会挨拶
次年度会長 入沢 修自
本日つつがなく終了し、皆様のご協力に感謝致します。
１月から毎月一回被選理事会があり頑張っていきたい
と思います。
以上をもちましてクリスマス例会を閉会致します。

★★★★★

手に手つないで ★★★★★

村山 高史様
ソングリーダー 菊池

◎閉会点鐘

敏

会長 三田 みよ子

（今週の担当 関岡 俊二 ）
司会：ＳＡＡ・親睦副委員長 林田 敏誠

