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SERVE TO CHANGE LIVES

事務局

令和 3 年 12 月 21 日 No.1330 号 会長 / 石川 肇久 幹事 / 竹原 聖二

「皆さん今日は。 待望の白岩さんが来てくれました。 是非入会
していただけたらと思います。 クリスマス例会で今年は終わりますが
群馬境様とかゲストを含め 19 名、 当方の会員含め 30-35 名
程度の賑やかな会になります。 当日はハープ演奏をしていただきます。」

令和3年 12月 7日　第 1329回
例会プログラム

　　　　　　　　　　　　　　　　　　SAA 萩　会員
1. 開会点鐘　　　　　　 　　　　　　   　   石川会長
2. ロータリーソング　　　　　　　　　　   白井会員
　　　　君が代・我らの生業（拝聴のみ）
3. 四つのテスト　　　　　　  　　　　　 　八木会員
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♪BDソング 石川、川崎、竹原、柴内会員
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. 年次総会　　 　　　　　　    　川崎会長エレクト
12. 閉会点鐘　　　　　　　 　　　   　　　石川会長

令和3年 12月 21日　第 1330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. バナー交換（川口 RC・浦和東 RC） 　  　   石川会長
6. 感謝状贈呈式（群馬境 RC)　　　　　　　石川会長
7. 表彰状贈呈（原田様）　　　 　　　　　　石川会長
8. 青山ワンダフルヨガ　　　　  　　 　川崎直前会長
9. 幹事報告　　  　　　　　　　　　　　　  竹原幹事
10. 委員会報告　　　　　　　　　              　　各委員
11. ニコニコ BOX/ 出席報告　　      池田ニコニコ委員
12. 閉会点鐘　　　　　　　　　　　　 　　石川会長

会長挨拶 /石川会長

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

12月誕生祝い

クリスマス会プログラム /萩親睦委員長

18：00　ハープ演奏（～ 45 分間程度）福本しのぶ
18：15   クリスマスディナー開始
19：15   お楽しみプレゼント交換会
19：20   会長エレクト　挨拶
19：25   ロータリーソング 「手に手つないで」
19：45   クリスマス会閉会
　　　　　★その後写真撮影★
20：45 迄 グラマシースイート / 懇親会利用可能



矢島会員よりご挨拶
11） クラブ総会

8） 誕生祝い /矢島嗣久会員

お誕生日

おめでとう

ございます

「88 歳になります。 地域の役職も 87 歳ですべて
おろしてもらい、 あと残るはこちらと宮司の仕事のみですが、
こちらも今月で退会させていただく事になりました。
26-7 年楽しくロータリー活動をさせていただいたが、 後は
余生を楽しみたいと思います」

幹事報告 /竹原幹事

「皆様お元気でしょうか。 奈良から帰って急に寒くなって
きたので十分ご注意の上年末年始を楽しんでください。
事務局移転の件理事会で話し合っているが、 もう一度
よく検討をして今後の事を考えましょうと決まっています。
12 月 21 日のクリスマス会、 今年は残念ながらお子さんは
参加出来ないようですが去年開催出来なかった分今年は
少し大きめな会が開けそうです。 2 月地区大会が行われる
予定です。 4 月 17 日ロータリー奉仕デー。 私共は柴内
幹事のお力を借り、 セラピードッグを視野に入れながら検討
しております。」

ニコニコ BOX報告

石川肇久会長
白岩さん、 ようこそいらっしゃいました。 青山の雰囲気を楽しんで
是非入会お願いします。
誕生日も祝っていただきありがとうございます。
竹原聖二幹事
あっという間に冬になり、 コートが必要になりました。 コロナにも
かからずに風邪も引かずに過ごしましょう。
片木瑠璃子副会長
いよいよ 12 月です。 奈良のおみやげをありがとうございました。
川崎雅代直前会長
奈良の移動例会後、 皆さんと久しぶりにお会いでき、 うれしいです。
昨日はバースデー、 気持ちは 38 歳位かしら？がんばります！！
お祝い頂きありがとうございます。
伊谷江美子会員
奈良の移動例会素晴らしかったです！また伺いたいと思います。

（移住も最終的に）季節の変化が厳しくなってきました。
皆様くれぐれもご自愛くださいませ。
池田昭宏会員
今日は次年度クラブ総会です。 宜しくお願い致します。
矢島さん、 今までロータリーの事色々教えて頂いてありがとう
ございました。 僕との友情は不滅です。
萩　伸雄会員
早いもので 12 月になりました。
ゲストの白岩様ようこそお越し下さいました。
今日は年次総会になります。 次年度にバトンをつないで
参りましょう。
柴内晶子会員
本日も皆様の明るいお顔拝見でき、 うれしいです。
今日は重要会議があり、 早めに退席申し訳ありません！
八木会員と私の作成カレンダー、 お手元にお届けしました。
よろしかったらお持ちください！
八木知美会員
白岩様、 本日はようこそ！！
12 月はおめでたいお誕生日のそうそうたる方々で幸せな月
ですネ。 1 年のしめくくりとしても幸せになれるのは本当に
ありがたく、 うれしい 2021 年だと誇らしげに語りたい！！
松島綾子会員
12 月のバースデーの石川会長、 竹原幹事、 川崎さん、 柴内さん、
お誕生日おめでとうございます♡みなさん大好きです♡ハートマーク♬
池津学会員
矢島さん、 お疲れ様でした。
今後も何らか、 色々よろしくお願い致します。
白井典子会員
石川会長、 竹原さん、 川崎さん、 柴内さん、 お誕生日おめでとう
ございます。 益々のと活躍をお祈りしております。
今日は久しぶりの例会です。 どうぞよろしくお願いいたします。

◆今後の例会プログラム予定◆
1   月 11 日　理事会 ・ 新年親睦例会（セントグレース大聖堂）
1   月 25 日　例会（セントグレース大聖堂）
2　月   1 日　理事会 ・ 例会（セントグレース大聖堂）
2　月 15 日　家族集会
2　月 22 日　振り替え例会（地区大会）

◆地区役員 ・各種行事スケジュール◆
11 月 22 日　山の手西グループ会長 ・ 幹事会
12 月 20 日　山の手西グループ会長 ・ 幹事会
2   月   8 日　新入会員オリエンテーション
2   月 15 日　第二回地区財団セミナー
2   月 21 日 ・ 22 日　地区大会

次年度年次総会

【役員】
会長　　　　 川崎　雅代
会長エレクト　  松島　綾子
副会長　　　 片木　瑠璃子
直前会長　　 石川　肇久
幹事　　　　 松島　綾子
会計　　　　 石川　肇久
SAA　　　　 木下　恵

【理事】
クラブ管理運営委員長　　   池田　昭宏
クラブ奉仕委員長（親睦）　 竹原　聖二
会員組織委員長　　　　　伊谷　江美子
職業奉仕委員長　　　　　八木　智美
社会奉仕委員長　　　　　柴内　晶子　　　
国際奉仕委員長　　　　　木下　恵
青少年奉仕委員長　　　　白井　典子
ロータリー財団委員長　  　　萩　伸雄

「この短い期間で続けて会長をやるというのは異例の事
ですが、 皆さんのお力を借りて、 精いっぱい頑張りたい
と思っています」

川崎会長エレクトより



フォトセレクション　2021.12.7


