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SERVE TO CHANGE LIVES

事務局

令和 4 年 1 月 11 日 No.1331 号 会長 / 石川 肇久 幹事 / 竹原 聖二

「皆様、 東京青山 RC でやっと夜間例会が出来るようになり
ました。 2 か月パンデミックで休会、 やっと出来るという感じが
あります。 この 1 年でたくさんの人が亡くなられました。
痛恨の極みではありますが、 会を維持しないといけないので、
偲ぶ会すら出来ない、 交換留学生の方も会にお呼び出来て
いなかった。 4 名ほど新しい会員が入っております。
こういう場を体験していただき、 今後の糧としていただきたいと
思っております。 今日は楽しんでください。」

令和4年 1月 11日　第 1331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　　　　　　  　　　　 萩親睦委員長
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. 幹事報告　　　　　   　　　　　　　　　竹原幹事
8. 委員会報告　　　　　　　　　　　  　 　　各委員
9. ニコニコ BOX/ 出席報告　  　      池田ニコニコ会員
10. 新年懇親会　　 　　　　　　    　    萩親睦委員長
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

群馬境RC より感謝状

原田様表彰状贈呈



お誕生日

おめでとう

ございます

幹事報告 /竹原幹事

「皆様こんばんは本日は私の誕生日にこんなにたくさんの
方にお集まりいただきありがとうございます（笑）大人数で
集まる事が制限されている中、 遠方からきて下さっていることに
感謝申し上げますとともに、 今日のゲストの白井さん、
ロータリアンだと言うことも知らず仕事でお付き合いをして
いましたが、 ロータリアンだということがわかり、 人の縁とは
不思議なものだなと思います。 表参道のイルミネーションと
素敵なハープの演奏を楽しんでいただけたらと思います。」

ニコニコ BOX報告

石川肇久会長
今日は大勢の皆様に参加頂きありがとうございます。
2 年ぶりに夜間例会が開催出来ます。 楽しんで下さいます様
お願い申し上げます。

竹原聖二幹事
本日は私の 55 才の BD パーティーにお集まりいただきありがとう
ございます。 冗談はさておき多くの皆様にクリスマス例会に
ご参加いただきありがとうございます。 どうぞ楽しんで下さいませ。

川崎雅代直前会長
今日は Xmas。 メリークリスマス！！久しぶりにお会いするゲストの
皆様、 そして初めてお会いする皆様ようこそ！！今日は皆で楽しみ
ましょう！！

片木瑠璃子副会長
久しぶりの会合がクリスマス。 沢山のゲストの皆々様と楽しいひととき
を過ごしたいと思います。

伊谷江美子会員
皆様をお迎えしてのクリスマス例会、 私的にはバタバタ状態で
迎えてしまいました。 ゲストの方々ふくめ楽しくお過ごし下さいませ。
プレゼント交換もありますし！

池田昭宏会員
今日は 2 年ぶりのクリスマス例会です。 コロナに気を付けながら
聖なる例会を楽しみましょう。

萩　伸雄会員
クリスマス家族例会おめでとうございます。 聖なる夜を皆様で
お楽しみいただければと思います。

木下恵会員
本日は沢山のゲストの皆様が青山のクリスマス会に来て下さり
とても嬉しいです。
今後とも交流して下さいます様お願い致します。
それから竹原さんお誕生日おめでとうございます！！

八木知美会員
メリークリスマス！！
たけたけお誕生日おめでとう！！
ゲストの皆様、 是非今宵は青山 RC で素敵な夜の思い出を！！

松島綾子会員
今日は待ちに待ったクリスマス例会～♪
みなさんで楽しみましょうね～♡

白井典子会員
今日は楽しみにしていたクリスマス例会です。 兄弟が参りますので、
どうぞよろしくお願い致します。

◆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）
3   月   1 日　理事会 ・ 例会（セントグレース大聖堂）

◆地区役員 ・各種行事スケジュール◆
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
3   月 20 日　末松尚武氏を偲ぶ会

川口ロータリークラブ　パストガバナー
田中徳兵衛様
今日はお世話になります。 白井会員とはハンブルグ世界大会
でご一緒でした。 お久しぶりです。 伊谷さんお招きありがとう
ございます。 メリークリスマス！！

川口ロータリークラブ　会長エレクト
白井靖様
姉が青山 RC でお世話になります。 よろしくお願い致します。
メリークリスマス。

群馬境ロータリークラブ
原邦昭様　金井敦様
本日はお世話になります。

浦和東ロータリークラブ
白井智子様
メリークリスマス。 東京青山 RC の皆様こんばんは！
本日浦和東 RC から参りました。 TARC のクリパに参加させて
頂き光栄です。 どうぞよろしくお願い致します。

伊勢崎ロータリークラブ、 伊勢崎中央ロータリークラブ
メリークリスマス！群馬から 4 名で参加させていただきます。
よろしくお願い致します。

松島会員ご友人
永山仁代様
今日はありがとうございます。

クリスマス懇親会へ…



フォトセレクション　2021.12.21

東京青山ロータリークラブメンバー一同「沢山の皆様にお集まり頂き、ありがとうございました」


