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●本日の司会        （小島 弘明 SAA） 
 

 
 
 

●開会点鐘         （石岡 孝光会長） 
 
 

●国歌・ロータリーソング「奉仕の理想」斉唱 
 

ソングリーダー 志賀 義任副幹事 

 
 

●本日のお客様 
 

会員ご家族の皆様 

 
 

 
米山奨学生 ショルカル・エムディ・カジョルさん 

（米山奨学金授与） 

 
 

●会務報告         （石岡 孝光会長） 
 

 先週、安保地区ロータリー財団

委員長にお越しいただき、財団に

ついての卓話をしていただきま

した。その翌日、星野初代会長よ

り、ロータリー財団へということ

で 100万円のご寄付をいただきま

した。本当にありがとうございま

す。 

 

●幹事報告         （岡野 景子幹事） 
 

 

 2022 年 2 月 21 日（月）・22 日

（火）2021-2022 年度地区大会が

グランドプリンスホテル新高輪

にて開催されます。会員の皆様は

2 月 22 日（火）の本会議への参加

がメインとなりますので、そのご

案内を先日 FAX いたしました。出

欠のご返信をよろしくお願いいたします。 

 

開催日 2022 年 2 月 22 日（火）本会議 

 本会議 13：00 ～ 18：30 

 記念講演 橋本聖子氏 

 記念公演 ヴァイオリン古澤巖氏 

  ピアニスト金益研二氏 特別演奏 

 懇親会 18：50 ～ 20：00 

 

登録料 地区大会協力金にて全会員登録済 

場 所 グランドプリンスホテル新高輪 

 
 

●お知らせ    （平畑 秀東長期計画委員長） 
 

 当クラブが 35 周年を迎えるにあたり、理事会及び PP

会にて、実行委員長を鈴木栄会員とすることが決定いた

しました。皆様、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

●次年度理事役員・委員長発表 
 

 
＜理事＞ 

会長   中村 重昭会員 

幹事   志賀 義任会員 

会長エレクト  岡野 景子会員 

副会長   石岡 孝光会員 

会計   北島 武会員 

SAA   中野 勝夫会員 

奉仕プロジェクト委員長 本田 征勇会員 

2021 年（令和 3年）12月 8 日（水） 

第 1523回例会報告 

 



クラブ管理運営委員長 内藤 征一会員 

社会奉仕委員長  岩本 勝宏会員 

青少年委員長  柴田 智幸会員 

職業奉仕委員長  田畑 勝久会員 

国際奉仕委員長  中澤 紀之会員 

親睦委員長  宇田川 泰弘会員 

プログラム委員長  若杉 司会員 

長期計画委員長  平畑 秀東会員 

35 周年実行委員長  鈴木 栄会員 

 
 

＜委員長＞ 

出席委員長  鈴木 洽六会員 

米山委員長  伊藤 満雄会員 

ロータリー財団委員長 須田 宏樹会員 

増強委員長  渡邉 信義会員 

情報委員長  曳地 義正会員 

広報会報 IT 委員長  岡野 和弘会員 

青葉会委員長  重森 元樹会員 

ＰＰ会兼危機管理委員長 内藤 征一会員 

会計監査   佐々木 稔郎会員 

出納責任者  望月 真樹会員 

 

石岡会長より 

2021 年 12 月 8 日（水）本日を持ちまして指名委員会を解

散いたします。 

 

●出席報告       （佐伯 勉出席委員長） 
 

 

会員数  49 名 

 

出席義務会員  48 名 

 

本日の出席  49 名 

 
 

 
 

●次週例会予定 （岡野 和弘プログラム委員長） 
 

 
 

12 月 15 日（水）新会員卓話 

 寺木 正人会員 

 太田 剛会員 

 西 優希会員 

 
 

 
 

●閉会点鐘         （石岡 孝光会長）

 
 
 

●ニコニコ BOX（指田 裕士親睦委員長・宇田川 泰弘親睦副委員長） 

 

◎◎◎下田安治会員 メリークリスマスおめでとう！私事ですが先日商工会全国大会にて全国商工会連合会

   会長の表彰状をいただきましたので 

◎◎◎星野宗保会員 クリスマス例会を祝し 

◎石岡会長  お待ちかねのクリスマスパーティーです。皆さん楽しみましょう 

◎伊藤会員  クリスマス例会を祝し 

◎菅野会員  クリスマス例会を祝して。親睦委員の皆様、準備お疲れ様でした。 

◎小島会員  メリークリスマス！！ 

◎佐々木会員  メリークリスマス。コロナが落ち着き、子供の貧困が無くなりますように！ 

◎佐藤会員  メリークリスマス 

◎内藤会員  本日のクリスマス宜しく！！ 

◎中村会員  皆さん！！メリークリスマス！！ 

◎成田会員  クリスマス例会を祝して。 

◎西野会員  メリークリスマス 

◎山中会員  クリスマス例会を祝して 

○岡野幹事  クリスマス例会を祝して！！皆様本日は楽しんで下さい。 

○岩本会員  クリスマス例会おめでとう。皆さん楽しみましょう。 

○宇田川会員  クリスマス例会を祝して。指田委員長よろしくお願いします。 

○太田会員  初めてのクリスマス例会＆パーティー！！楽しみです。 

○岡野和弘会員  クリスマス例会を祝して。 

○小山会員  クリスマス楽しみましょう！！ 

○佐伯会員  クリスマス例会を祝して 

○指田会員  皆様、メリークリスマス 本日はクリスマス例会 たくさん楽しんでいって下さい。 

○志賀会員  クリスマス例会を祝して。 

○重森会員  楽しいクリスマス例会でした。ご準備ありがとうございました。 

○鈴木洽六会員  第 1523 回クリスマス例会を祝しニコニコいたします。指田親睦委員長お疲れ様でした。 

○鈴木栄会員  クリスマス例会を祝し 

○田畑会員  メリークリスマス  ○曳地会員  クリスマス例会を祝って。 

○中澤会員  メリークリスマス  ○本田会員  メリークリスマス！！ 

○中野会員  メリークリスマス  ○若杉会員  メリークリスマス！！ 

○渡邉会員  クリスマス例会を祝して 

・北島会員  クリスマス例会の開催を祝して！！  



   

   

   

   

   

   

 



   

   

   

   

 

 


