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●本日の司会

●開会点鐘

（志賀 義任 SAA）

（若杉 司会長）

●国歌・ロータリーソング「我らの生業」斉唱
●本日のお客様

●会務報告

鄭 聖潤さん（米山奨学金授与）

会員ご家族の皆様
NPO 法人
会長 森田 祐和様

●ご挨拶

（森田 祐和様）

いつも皆様にはご支援をいた
だき、厚く御礼申し上げます。ベ
トナムの件では、皆様にご心配を
お掛けいたしましたが、無事ハノ
イに到着いたしまして、配布を始
めているところかと思います。1
月 25 日の前後に皆様がいらっし
ゃるということですので、調整を
している最中でございます。よろしくお願いいたします。

（若杉 司会長）

皆様、こんばんは。本日こんな
にたくさんの皆様がいらっしゃ
るのをこちらから眺めますと、私
もまだまだ未熟者ですので、普段
以上に緊張をして言葉に詰まっ
てしまいそうです。
昨年より多摩中グループ協議
会に参加をいたしまして、早 1 年
が経ちました。そして、7 月から会長となり、初めは本当
にどうなることかと思いましたが、先輩方が仰る通り、や
ればやったなりに時が過ぎていきます。あと半年残って
いますが、もう半年終わってしまったのかと思います。そ
れも皆様のご声援とご協力のお陰です。深く感謝申し上
げます。
ロータリー財団への寄付金を会員の皆様よりいただき
ましたので、発表させていただきます。
★内藤 征一会員 恒久基金へ 1,000 ドル
★伊藤 満雄会員 ポリオプラスへ 1,000 ドル
★渡邉 信義会員 年次基金へ 1,000 ドル
3 名の皆様ご協力ありがとうございました。

●幹事報告

米山奨学生

042-544-1002

（岩本 勝宏幹事）
首里城火災に対する義捐金に
ご協力いただきまして、本当にあ
りがとうございます。本日も募金
箱を設置いたしましたので、引き
続きご協力よろしくお願いいた
します。

12 月 5 日（木）第 5 回多摩中グ
ループ IM 実行委員会が小金井市にておこなわれ、菅野会
員が出席をいたしました。
12 月 9 日（月）2020-2021 年度第 1 回多摩中グループ
協議会が立川パレスホテルにて開催され、鈴木会長エレ
クト、田畑副幹事が出席をいたしました。
今年度の 4 クラブ合同例会の日程が 5 月 27 日（水）に
決定をいたしました。今回は当クラブがホストを務めま
すので実行委員会を立ち上げて企画を練りたいと思いま
す。ご協力よろしくお願いいたします。
12 月 22 日（日）例会開会前に理事会を開催いたしま
す。理事の方々はご出席をよろしくお願いいたします。

多摩中グループ各クラブより例会変更のお知らせが届
いております。メイクをなさる方は事務局までお問い合
わせください。

●出席報告

（宇田川 泰弘出席委員長）

●次年度役員・理事・委員長発表
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●委員会報告
岡野 和弘青少年委員長
12 月 22 日（日）青少年野球教
室のにつきましてご連絡させて
いただきます。場所は例年の大神
グラウンドではなく、田中小学校
に変更となりました。お車でいら
っしゃる方は昭島市役所の駐車
場へ停めて、そちらから徒歩で会
場までお願いいたします。昭島駅
からバスも出ておりますので、そちらもご利用ください。

本田 征勇駅伝部監督
後ほど、来年 1 月 12 日（日）
昭島市新春駅伝大会の出場選手
を発表いたします。また、12 月 18
日（水）立川にて駅伝出場選手の
激励会をおこないます。皆様のご
参加をお待ちしております。

●次週例会予定（ 椎名 正明プログラム委員長）

12 月 22 日（日）
第 25 回青少年野球教室

●閉会点鐘

（若杉 司会長）

12 月 18 日（木）
「子ども食堂」へ当クラブ
会員がお手伝いに参加しました！！

●ニコニコ BOX 発表

（田畑 勝久親睦委員長・菅野 晋央親睦委員）

◎◎◎星野 宗保会員
クリスマス例会を祝し
◎若杉会長
会員の皆様、ご来訪の皆様、楽しい 1 日にいたしましょう。
親睦委員会の皆様、設営ありがとうございます。
◎伊藤会員
メリーX マス
◎佐藤会員
メリークリスマス
◎椎名会員
◎下田 安治会員
◎内藤会員
◎中村会員
◎西野会員
◎本田会員
○岩本幹事

親睦の皆様、本日は楽しいクリスマス例会を催して頂きありがとうございます。
クリスマス例会を祝して
本日のクリスマス例会楽しみましょう。
クリスマス例会を祝して
メリークリスマス
メリークリスマス！！今夜は皆で楽しみましょう。
皆様、今日はクリスマス例会楽しんで下さい。

○浅見会員
○阿部会員
○宇田川会員
○岡野 和弘会員
○菅野会員
○小山会員
○佐伯会員
○佐々木会員
○指田会員
○志賀会員
○柴田会員
○下田 育立会員
○鈴木 栄会員
○田畑会員
○中澤会員

クリスマス例会を祝して。若杉会長、岩本幹事、いつもありがとうございます。
メリークリスマス！！
クリスマス例会を祝して！
クリスマス例会を祝して。
令和最初のメリークリスマス。
クリスマス例会を祝して。
クリスマス例会を祝して。
メリークリスマス。皆様良いお年をお迎えください。
クリスマス例会を祝して！！
クリスマス例会を祝して！！
1 年間お疲れ様でした。来年も宜しくお願いいたします。
クリスマス例会を祝して。
クリスマス例会を祝しまして
クリスマス例会よろしくお願いします。
クリスマス例会を祝して。妻をよろしくお願い致します♡

○成田会員
○曳地会員
○吉野会員
○山中会員
・石田会員
・岡野 景子会員
・鈴木 洽六会員

メリークリスマス！！
クリスマス例会を祝って。
クリスマス例会を祝して。
クリスマス例会を祝して
メリークリスマス！
メリークリスマス！！
若杉会長、岩本幹事、宇田川出席委員長、役員の皆様ご苦労様です。
残り半年頑張って下さい。

・星野 明宏会員

今年もありがとうございました。

