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SERVE TO CHANGE LIVES

事務局

令和 3年 11 月 2 日 No.1326 号 会長 /石川 肇久 幹事 /竹原 聖二

5） 青山ワンダフルヨガ

「本日は、 松岡 G 補佐、 寺島グループ幹事をお迎えしての
例会となります。 今日は、 入会希望の白井様の面談が
入っています。 少しずつ仲間が増えてきて、 良い雰囲気です。
皆様、 青山ロータリーの良い所を楽しんで行ってください。」

令和3年 11月 2日　第 1326回
例会プログラム

　　　　　　　　　　　　　　　　　　SAA 木下会員
1. 開会点鐘　　　　　　 　　　　　　   　   石川会長
2. ロータリーソング　　　　　　　　　　   八木会員
　　　　君が代・我らの生業（拝聴のみ）
3. 四つのテスト　　　　　　  　　　　　 　矢島会員
4. ビジターゲストの紹介　　　                　片木副会長
5. 会長挨拶　　　　　　　　　　　  　　　 石川会長
6. 青山ワンダフルヨガ　   　　　  　　 川崎直前会長
7. 誕生祝い♪バースデーソング 　　　　　  八木会員
8. 幹事報告　　　　　   　　　　　　　　　竹原幹事
9. 委員会報告　　　　　　　　　　　  　 　　各委員
10. ニコニコ BOX/ 出席報告　 　    池田ニコニコ会員
11. イニシエーションスピーチ　　　　　　池津会員
12. 閉会点鐘　　　　　　　 　　　   　　　石川会長

令和3年 10月 19日　第 1324回
例会プログラム

　　　　　　　　　　　　　　　　　　SAA 木下会員

1. 開会点鐘　　　　　　 　　　　　　   　   石川会長

2. ロータリーソング　　　　　　   　　川崎直前会長

　　　我らの生業 /青なのか藍（愛）なのか

3. ゲスト紹介　　　　　　　　　　　   　片木副会長

4. 会長挨拶　　　　　　   　　　　　　    　石川会長

5. 青山ワンダフルヨガ　　　　  　　 　川崎直前会長

6. 誕生祝い♪バースデーソング    香村会員・伊谷会員

7. 幹事報告　　　　　　　　 　　　　　  　竹原幹事

8. 委員会報告他　　　　　　　　　　        　　各委員

9. ニコニコ BOX/ 出席報告　　 　    池田ニコニコ委員

10. クラブ協議会　　　　　　　　　　　 　竹原幹事

11. 閉会点鐘　　　　　　　　　　　　 　　石川会長

会長挨拶

ワンダフルヨガ。 集まったのを実感する本当に嬉しいシーン。

幹事報告

10） クラブ総会
セラピードッグや、 親睦旅行について。

例会場
東京都港区北青山 3-9-14　TEL:03-5766-8838
通常例会日：第一 ・ 第三火曜日 午後 12：30~13：30

青山セントグレース大聖堂
東京都港区赤坂 1-12-32　TEL: 03-5562-8201
通常例会日：第一 ・ 第三火曜日 午後 12：30~13：30

アークヒルズクラブ アーク森ビルイーストウィング 37F（1324 回時）例会場

青山こども支援センター寄贈の報告、 自由が丘、 目黒
ロータリークラブ合同ゴルフ会、 奈良旅行についての報告。
「こども支援センターは今後とも何らかの形でご支援を続けて
いけたらと思っております。 奈良は前乗りしてゴルフをしたり
する予定ですが、 その他の方もご夕食をご一緒に等お声を
おかけいただければ。 あっという間に寒くなりましたが、 体調
を気を付けて、 皆様と元気にまたお会いしたいと思います」



ニコニコは、 嬉しいこと、 家族に良いことがあったらいつもより少し増やして…

東京成城 RC　ガバナー補佐　松岡 啓司様
東京成城 RC　グループ幹事　寺島　賢助様
本日は、 楽しみにして来ました。 宜しくお願いします。

石川肇久会長
松岡ガバナー補佐、 寺島グループ幹事、 ようこそおいで
下さいました。 青山の雰囲気をお楽しみ下さい。

竹原聖二幹事
通常の例会に戻り 2 回目です。 このまま皆様と顔を合わせて
笑える例会が続きます様に。

片木瑠璃子副会長
本日もよろしくお願い致します。 バギオの会合も時々この
お部屋です。

川崎雅代直前会長
本日は松岡ガバナー補佐、 寺島グループ幹事おこし下さいまして
ありがとうございます。 私たち青山のメンバー一同心よりうれしく
思います。 どうぞよろしくお願い致します。

矢島嗣久会員
ガバナー補佐のおみえの時に新会員を迎えることができ、 大変
嬉しくおもっております。

伊谷江美子会員
松岡ガバナー補佐、 寺島グループ幹事をお迎えしての例会、
楽しみにしております。

池田昭宏会員
本日はガバナー補佐訪問です。 宜しくお願いします。

萩　伸雄会員
本日は松岡ガバナー補佐、 寺島グループ幹事をお迎えして
リアルで皆様とお会いできること大変嬉しく思います。

柴内晶子会員
秋深まる気配の中、 ガバナー補佐のご来訪を受けての例会で
皆様と集える事、 この上ないよろこびです。
26 日（火）午後は矢島会員の北澤八幡神社でのアニマル
セラピー奉仕となります。 皆々様のご参加をお願い致します。

木下　恵会員
めっきり秋らしくなり、 肌寒いくらいです。 皆様お風邪など
ひかれません様に体調にはお気をつけ下さい。 来月の移動例会
まで奈良の紅葉がもちます様に！！

八木知美会員
なんだかめっきり寒くなってきましたね。 地球ってすごいな ~。
太陽ってすごいな ~。 季節は宇宙を感じさせてくれます。

松島綾子会員
松岡ガバナー補佐、 寺島グループ幹事、 今日はようこそ青山 RC に
お越しいただきました！とってもうれしいです♡

池津学会員
寒くなってきましたが、 皆様体調を崩さず頑張りましょう。

◆今後の例会プログラム予定◆
11 月   9 日　例会 ・ ガバナー公式訪問（セントグレース大聖堂）
11 月 19-20 日   親睦旅行（奈良）
12 月   7 日　年次総会（セントグレース大聖堂）
12 月 21 日　夜間例会（セントグレース大聖堂）
1   月 11 日　新年親睦例会（セントグレース大聖堂）
1   月 25 日　例会

◆地区役員 ・各種行事スケジュール◆

10 月 25 日　山の手西グループ会長 ・ 幹事会
11 月 22 日　山の手西グループ会長 ・ 幹事会

ガバナー補佐　松岡　啓司様より

「本日はお招きいただきありがとうございました。 来る前に色々
考えながら来たのですが、 考えた以上にフレンドリーで家族的、
活気のある例会で非常に楽しみにしていた以上のものを感じて
おります。」

「奉仕が人をつなぐ、 人が奉仕を繋ぐ、 これがロータリーの精神
ではないかなと思っております。」
非常に有益なお話をたくさんいただき、 またこういった機会が
無ければなかなか伺えないお話をお聞かせいただき、 誠に
ありがとうございました。
東京青山ロータリークラブ一同、 感謝申し上げます。



フォトセレクション　2021.10.19


