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●本日の司会        （西野 勝介 SAA） 

 

 
 

●開会点鐘         （伊藤 満雄会長） 
 

 
 

●国歌・ロータリーソング「奉仕の理想」斉唱 
 

 
 
 
 
 
 

ソングリーダー 

渡邉 信義 副幹事 
 

●本日のお客様 
 

パラグアイ共和国大使館  

特命全権大使 豊歳 直之閣下 
 

海外に子ども用車椅子を送る会 会長 森田 祐和様 
 

米山奨学生 レ ホアン アンさん 
 

2013 年度米山奨学生 ネジュリ オセアンさん 
 

岡野 和弘様 
 

会員のご家族の皆様 
 
 

●ご来賓挨拶 

 

★パラグアイ共和国大使館  

特命全権大使 豊歳 直之閣下 

昭島中央ロータリーとは、私の

赴任以来、色々とお世話になって

おります。特に、パラグアイの子

供達に、最初は 148 台の車椅子を

送っていただきました。また、今

年も 80 台の車椅子と付属品をい

ただいて、クリスマスに着けば良

いなあと願っております。パラグ

アイでは、あのような立派な車椅子を手にする事は不可

能ですので、皆、喜んでおります。大統領からも、くれ

ぐれも皆様によろしくという事でしたので、大統領に代

わりまして御礼申し上げます。 
 

★海外に子ども用車椅子を送る会 

会長 森田 祐和様 

本日はお招きいただきありがと

うございます。私は大使と、3 年

位前のこちらのクリスマスパーテ

ィーで、パラグアイ共和国に車椅

子を贈呈するお約束をいたしまし

た。それを、無事、果たせた事が

非常に嬉しく感激しております。

今回は車椅子の他に、子供達にど

うしても必要な装具がございまして、それを車椅子と共

に 80 足入れさせていただきました。良い知らせがパラグ

アイから届く事を非常に楽しみにしております。ありが

とうございました。 
 

●ポール・ハリス・フェロー 表彰 

 

 
・PHF 山中 秀一会員 

・PHF・PHF マルチプル 1 本田 征勇会員 

・PHF マルチプル 1 佐藤 義弘会員・中野 勝夫会員 

・PHF マルチプル 2 西野 勝介会員 

2014年（平成 26年）12月 17日（水） 

第 1211 回 例会報告 
 



●米山奨学金授与   （レ ホアン アンさん） 

 

●古希お祝い品贈呈 

 

 
佐藤 義弘会員 滝野 昌之会員 

（本日欠席の為、後日お渡しいたします。） 

 

内藤 征一会員 本田 征勇会員 西野 勝介会員 
 

●賞与贈呈       （羽鳥 幸枝事務局員） 

 

●幹事報告         （小島 弘明幹事） 

 

12 月 11 日（木）2015-2016 年

度第 1 回多摩中グループ協議会へ

今藤会長エレクトと渡邉副幹事に

出席をしていただきました。 

事務局の年末年始のお休みは、12

月 27 日（土）～1 月 4 日（日）と

なっておりますので、急用等、ご

ざいましたら幹事小島までお願い

いたします。 
 

●次年度役員理事発表（今藤 貫徳会長エレクト） 
 

 
会長   今藤 貫徳 

幹事及び会長エレクト 渡邉 信義 

副会長   伊藤 満雄 

幹事   佐々木 稔郎 

会計   大久保 尊則 

SAA   山中 秀一 

ロータリー財団  内藤 征一 

奉仕プロジェクト 中野 勝夫 

クラブ管理運営  本田 征勇 

社会奉仕  岡野 景子 

青少年   指田 裕士 

国際奉仕  須田 宏樹 

職業奉仕  志賀 義任 

親睦   犀川 美佐緒 

プログラム  浅見 勇 

増強   小島 弘明 

 

★指名委員会解散（渡邉 信義指名委員長） 

以上の通り、決しましたので 

指名委員会を解散いたします。 
 

●ニコニコ BOX発表  （石岡 孝光親睦委員長） 
 

◎伊藤会長 クリスマス例会を祝して 

◎浅見会員 来年も皆様にとって良い年でありま

すようお祈り致します 

◎今藤会員 メリークリスマス 

◎下田会員 メリークリスマス 

◎内藤会員 クリスマス例会。おおいに 

  楽しみましょう。 

◎西野会員 メリー、クリスマス 又、古希のお祝

いいただきありがとうございます。 

◎平畑会員 クリスマス例会を祝して、家内共々、

宜しくお願い致します。 

◎星野会員 当クラブクリスマス例会を祝し 

◎本田会員 メリークリスマス！！ 

◎村野会員 クリスマス例会を祝して 

○小島幹事 クリスマス例会を祝して！！ 

○石岡会員 クリスマス例会を祝して 

○大久保会員 クリスマス例会を祝して。 

○佐々木会員 メリークリスマス 

○鈴木会員 メリークリスマス、今日は 

  楽しい例会に！！ 

○田畑会員 メリークリスマス。 

  野球教室もヨロシク！ 

○中野会員 メリークリスマス 

○前澤会員 メリークリスマス。 

○山中会員 クリスマス例会を祝して！ 

○若杉会員 メリークリスマス 

  23 日皆様よろしくお願い致します。 

・岩本会員 クリスマス例会を祝して。 

・宇田川会員 メリークリスマス 

  今日は、楽しんでのみます。 

・岡野会員 クリスマス例会を祝して 

・小山会員 クリスマスおめでとう 

・犀川会員 メリークリスマス、 

  クリスマス例会を祝して 

・佐藤会員 メリークリスマス 

・曳地会員 メリークリスマス。 

・芳見会員 メリーX マス 
 

●出席報告      （工藤 開光出席委員長） 
 

会員数  45 名 出席義務会員 43 名 

本日の出席 45 名（メイクによる出席者数を除く） 

 

●次週例会予定 （佐藤 義弘プログラム委員長） 
 

12 月 23 日（火）第 20 回青少年野球教室 
 

12 月 24 日（水）振替休会 
 
 

●閉会点鐘         （伊藤 満雄会長）



 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

   
 
 

   
 
 

   
 
 

   
 

第二部 クリスマスパーティー 


