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●本日の司会        （伊藤 満雄 SAA） 
 
 

●開会点鐘         （小島 弘明会長） 
 
 

●国歌・ロータリーソング「奉仕の理想」斉唱 
 
 
 
 
 
 

ソングリーダー 

岡野 景子副幹事 
 

 
 

●本日のお客様 
 

海外に子ども用車椅子を送る会 会長 森田 祐和様 

 

丸山リーガル司法書士行政書士事務所 丸山 瑞枝様 
 

会員ご家族の皆様 
 
 

●会務報告         （小島 弘明会長） 
 

 12 月 8 日（金）ネパール大使館

にて、会長、幹事、内藤奉仕プロ

ジェクト委員長、志賀国際奉仕委

員長、岩本国際奉仕副委員長で、

車椅子の贈呈式を執り行わせて

いだたきました。本日のお客様の

森田様にも同行をしていただき

ました。 

 12 月 12 日（火）立川がんこにて、4 クラブ合同例会打

ち合わせが行われ、会長、幹事、伊藤 SAA、荒川親睦委員

長、事務局の羽鳥さんで出席をいたしました。昭島 RC、

国立白うめ RC、福生 RC と当クラブの 4 クラブで 3 月 7

日（水）にフォレスト・イン昭和館にて開催することが決

定いたしました。 

 津乗会員についてですが、11 月 22 日～12 月 9 日まで

体調を崩されて入院をされていました。10 日以上の入院

となりますので、出席免除とさせていただきます。 

 皆様、会員の襟元をご覧ください。本日、着けていただ

いているのは、ロータリー活動に功労されている証です。

ポール・ハリス・フェローバッヂでもそれぞれ種類が違い

ます。是非、皆様このような機会に話を伺っていただけれ

ばと思います。小山会員、星野会員には、褒章を着けてい

ただいております。 

 2018 年 2 月 23 日（金）フォレスト・イン・昭和館シル

バンホールにて、ソロプチミスト昭島の認証 30 周年記念

事業「美川憲一チャリティーディナーショー」が行われま

す。出席をご希望の方は、事務局までご連絡をお願いいた

します。 
 
 

●「旭日単光章」ご受章お祝い（星野 宗保会員） 
 

 
 

 
 
 

●子供用車椅子寄贈支援 目録贈呈 

海外に子ども用車椅子を送る会 会長 森田 祐和様 

 

 
  

2017 年（平成 29 年）12月 13 日（水） 

第 1360回例会報告 

 



●ポール・ハリス・フェロー表彰（PHF） 
 

 
須田 宏樹会員・若杉 司会員・佐伯 勉会員 

宇田川 泰弘会員・荒川 義昭会員・曳地 義正会員 
 
 

●次年度役員理事発表（佐々木 稔郎会長エレクト） 
 

 

 

会長   佐々木 稔郎 

幹事   岡野 景子 

副会長   小島 弘明 

会長エレクト  若杉 司 

会計   右崎 正人 

SAA   浅見 勇 

ロータリ財団  中村 重昭 

奉仕プロジェクト  内藤 征一 

クラブ管理運営  本田 征勇 

社会奉仕   宇田川 泰弘 

青少年   曳地 義正 

国際奉仕   荒川 義昭 

職業奉仕   山中 秀一 

親睦   鈴木 栄 

プログラム  今藤 貫徳 

出席   志賀 義任 

広報・会報・IT  岩本 勝宏 

30 周年実行  西野 勝介 

長期計画   村野 靜男 

米山   渡邉 信義 

増強   伊藤 満雄 

情報   平畑 秀東 

青葉会   吉野 和也 
 
 

※指名委員会解散（小島 弘明会長） 

ただいまを持ちまして、指名委員会を解散いたします。 

●ニコニコ BOX発表 

（中村 重昭親睦委員・久田 寿男親睦委員） 

 

◎◎◎星野会員 クリスマス例会を祝し 

◎小島会員 クリスマス例会を祝して！！ 

◎伊藤会員 クリスマス例会を祝し 

  星野さん、叙勲おめでとうございます 

◎小山会員 ニコニコ 

◎佐藤会員 メリークリスマス 

◎下田安治会員 クリスマス例会を祝して！ 

◎内藤会員 本日のクリスマス、 

  よろしくお願い致します 

◎西野会員 5 人目の孫、誕生！メリークリスマス 

◎久田会員 メリークリスマス！ 

  皆様でハッピークリスマス！！ 

◎村野会員 クリスマス例会を祝して。親睦委員会 

  の皆様 本日の設営ご苦労様です。 

○石岡幹事 クリスマス例会 

  大いに楽しみましょう 

○荒川会員 クリスマス例会 

  皆様、楽しんでください 

○佐伯会員 クリスマスパーティーを祝して 

○佐々木会員 メリークリスマス 

○椎名会員 クリスマス例会、楽しみにしています。 

  親睦委員会の皆様、よろしくお願いし 

  ます。 

○鈴木会員 クリスマス例会を祝して 

○田畑会員 メリークリスマス 

○中野会員 メリークリスマス 

○中村会員 クリスマス例会、 

  おめでとうございます。 

○曳地会員 クリスマス会を祝って 

○本田会員 メリークリスマス 皆様、駅伝の応援 

  宜しくお願いいたします。 

○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！！ 

・岩本会員 クリスマス例会を祝して 

・右崎会員 クリスマス例会を祝して 

・宇田川会員 メリークリスマス！ 

・岡野和弘会員 クリスマス例会を祝して。 

・岡野景子会員 メリークリスマス！！ 

・指田会員 クリスマス例会を祝して！！ 

・志賀会員 クリスマス例会を祝して 

・柴田会員 2017 年 1 年間ありがとうございまし 

  た。来年はもっと頑張りたいと思いま 

  す。 

・須田会員 クリスマス会おめでとうございます 



 
 

●出席報告      （岡野 和弘出席委員長） 
 

 

会員数 46 名 

出席義務会員 43 名 

本日の出席 46 名 

（メイクによる出席者数を除く） 

●委員会報告    （須田 宏樹青少年委員長） 

 

 12 月 23 日（土）開催の野球教

室のご案内をさせていただきま

す。皆様のお手元に資料をお配り

いたしました。青少年委員、理事

の皆様は 7時半に事務局集合とな

っております。その他の会員は、

9 時にグラウンド集合となってお

ります。 
 

 

●次週例会予定 （山中 秀一プログラム委員長） 
 

12 月 20 日（水）振替休会 

12 月 23 日（土）野球教室 

12 月 27 日（水）RI 規定による休会 
 
 

●閉会点鐘         （小島 弘明会長）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

     



   

   

   

   

   

   

 


