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●本日の司会       （犀川 美佐緒副SAA） 
 

 
 

●開会点鐘        （佐々木 稔郎会長） 
 

●ロータリーソング「奉仕の理想」斉唱 
 

ソングリーダー 岩本 勝宏副幹事 
 
 

●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 

 木村 武史様 
 

菅野 晋央様 
 

会員ご家族の皆様 
 
 

●ご挨拶 

海外に子ども用車椅子を送る会 会長 森田 祐和様 
 

 いつも大変お

世話になってお

ります。この度、

車椅子を 86 台、

装具を 100 足、タ

イ国の子供達に

送り届けました。

これは皆様のご

支援の賜物です。

御礼を申し上げます。どうもありがとうございました。 

 子ども用車椅子を世界各国へ送って、現在 7500 台近く

になりました。1 年に 6 ヶ国を目指して送っております。

またアジアを中心に皆様のお力をお借りして、送り届け

たいと思っております。今後ともよろしくお願い申し上

げます。 
 
 

●会務報告        （佐々木 稔郎会長） 
 

 本日は、多数のご来訪をいただ

きましてありがとうございます。

今年度は 30 周年の年ということ

もありますので、クラブの事業内

容を簡単にご紹介させていただ

きます。今年度の記念事業の中心

は、子供です。まず、宮城の災害

を受けた子供達を集めて、青年の

家で 1 泊 2 日のキャンプを行いました。それから、災害

のあった岩手県岩泉の小本小中学校へ行きました。過疎

化が進んで人口が減っている地域で、小中学校合わせて

93 人しか生徒がいません。私達も一緒に給食を食べまし

た。岩泉は昭島と友好都市ですので、くじら祭では子供達

がやってきて、毎年くじらを引っ張ってくれます。次に、

タイへ行って子ども用車椅子の贈呈式を行ってまいりま

した。大歓迎をしていただいて、現地の新聞にも掲載され

ました。 

 こども食堂を現在 10 回目を迎えました。これは、皆さ

んのご支援とご協力のお陰です。今月はクリスマス会を

20 日に行う予定です。その他には、青少年野球教室や柔

道大会など全て子供に関する支援です。 

 12 月のガバナー月信で服部ガバナーが仰っていました

が、クリスマスの本来の意味は、他人に愛を与える、他人

のために思いやりの心を持つということだそうです。私

達も子供に対して思いやりを持ってやっているなあと思

います。そのような意味では当クラブにも、思いやりの輪

が広がっているのではないかと思います。 
 
 

●次年度役員理事発表 （若杉 司会長エレクト） 
 

会長  若杉 司 

幹事  岩本 勝宏 

副会長  佐々木 稔郎 

会長エレクト 荒川 義昭 

会計監査  本田 征勇 

会計  石田 尚久 

副幹事  鈴木 栄 

ロータリー財団 渡邉 信義 

米山記念奨学 曳地 義正 

奉仕プロジェクト 今藤 貫徳 

SAA  志賀 義任 

クラブ管理運営 内藤 征一 

長期計画  山中 秀一 

社会奉仕  中澤 紀之 

青少年  岡野 和弘 

2018 年（平成 30 年）12月 12 日（水） 

第 1411回例会報告 

 



職業奉仕  柴田 智幸 

国際奉仕  指田 裕士 

増強  岡野 景子 

情報  伊藤 満雄 

広報・会報・IT 中村 重昭 

親睦  田畑 勝久 

出席  宇田川 泰弘 

プログラム 椎名 正明 

青葉会  成田 篤史       （敬称略） 
 

 
 
 

●出席報告      （志賀 義任出席委員長） 

 

会員数 48 名 

出席義務会員 46 名 

本日の出席 48 名 

（メイクによる出席者数を除く） 

 

●委員会報告    （曳地 義正青少年委員長） 
 

 12 月 23 日（日）第 24 回青少年

野球教室が開催されます。簡単な

スケジュールですが、7：30 に事

務局へ青少年委員と理事の皆様

は集合です。一般の会員は 9：00

にグラウンド集合です。昼食後、

開会セレモニーを行い、野球教室

は 14：30 頃に終了の予定です。

皆様のご協力をよろしくお願いいたします。 
 
 
 

●次週例会予定 （今藤 貫徳プログラム委員長） 
 
 

12 月 19 日（水） 

振替休会 
 

12 月 23 日（日） 

第 24 回青少年野球教室 
 
 

 
 
 

●閉会点鐘        （佐々木 稔郎会長）

 

  



   

   

   

   

   

    



 

 

●ニコニコ BOX 発表（中澤 紀之親睦委員 山中 秀一親睦委員） 

 

 

◎◎星野宗保会員  クリスマス例会を祝し 

◎伊藤会員  X マス例会を祝し 

◎佐藤会員  メリークリスマス 

◎椎名会員  クリスマスパーティー楽しみにしておりました。 

   親睦委員の皆様ありがとうございました。 

◎下田安治会員  クリスマス例会を祝して！ 

◎内藤会員  クリスマス例会楽しくしましょう 

◎西野会員  メリークリスマス 

◎渡邉会員  メリークリスマス 皆さん一時を楽しみましょう 

○佐々木会長  寒い中、ご来訪ありがとうございます。どうぞ楽しんでいって下さい。 

○岡野幹事  メリークリスマス！！お客様の皆様、本日はご出席ありがとうございました。 

○浅見会員  クリスマス例会を祝して 

○荒川会員  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 

○今藤会員  メリークリスマス 

○岩本会員  クリスマス例会を祝して。皆様、次年度よろしくお願いします。 

○宇田川会員  メリークリスマス！ 

○佐伯会員  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  1 年間ありがとうございました。クリスマス例会を祝して。 

○下田育立会員  クリスマス例会を祝して 

○鈴木洽六会員  皆様今晩は、19 年間休会しておりましたが、本年 6 月 7 日ご承認いただきました 

   鈴木洽六です。今後共どうぞ宜しくお願いいたします。 

○鈴木栄会員  クリスマス例会を祝して。クリスマス会を楽しんで下さい。 

○田畑会員  メリークリスマス 

○中村会員  メリークリスマス！！クリスマス例会を祝して！！ 

○本田会員  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。次年度皆様よろしくお願い致します。 

・石田会員  メリークリスマス！ 

・岡野和弘会員  30 周年記念クリスマス例会を祝して。 

・犀川会員  メリークリスマス！！ 

・指田会員  クリスマス例会を祝して！！ 

・中澤会員  メリークリスマス 鈴木委員長おつかれ様です。大成功を祝して。 

・成田会員  メリークリスマス！！ 

・曳地会員  クリスマス例会を祝して！ 

・星野明宏会員  ハッピー＆メリークリスマス 

・吉野会員  クリスマス例会を祝して 


