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№2225例会　日時：2020年1月9日（木）12：30～13：30　場所：丘の湯プラザ 天安サロン

司会 『四つのテスト』『稲城市民憲章』
司会　川島　保之　副幹事

松原　一郎　会　長
全会員
全会員

関谷　宗道　会　員
小林　利光　会　員

点　鐘 
国歌斉唱「君が代」
ロータリーソング斉唱「奉仕の理想」
｢四つのテスト」唱和
｢稲城市民憲章」

会務報告 （松原 一郎  会長）

①フォスターシティ、ホノルルでお会いする件
理事会で行く日時・行かれる方が決まってからメールをお
願いすることになりました。（メールは竹田会員にお願い
致します）
②台湾の寄付金を国際ロータリーより送りました。

幹事報告 （吉田 伸幸  幹事）

①東京調布むらさきRC、東京日野RC、東京多摩RC、
東京武蔵府中RC、東京多摩グリーンRC、東京調布
RC、東京狛江RC、東京iシティ RC、東京たまがわRC
より例会変更のお知らせが届いております。
②青少年交換プログラム派遣候補生派遣国決定通知書授
与式・青少年交換新年懇親会のご案内が届いておりま
す。（1月12日）
③第7回　日台ロータリー親善会議福岡大会のお知らせ
が届いております。（3月6日）
④米山奨学生、米山学友、ロータリアン研修旅行のご案
内が届いております。（2月2-3日）
⑤東京白金RCチャリティゴルフのご案内が届いておりま
す。（4月8日（水））
⑥東京米山友愛RC創立10周年記念式典のご案内が届
いております。（4月12日（日）
⑦ガバナー月信12月号が届いております。
⑧ハイライトよねやまが届いております。
⑨バギオだよりが届いております。
⑩年会費納入について
⑪1月ロータリーレート　1$＝110円

ポールハリスフェローバッジ贈呈（松原 一郎  会長）

会長新年のご挨拶 （松原 一郎  会長）

おめでとうございます。
私がテーマを作った時
に、「友達がいなければ
いけない」というところか
らスタートさせていただき
ました。経験もないなか、
吉田幹事と共にどうした

らいいのかというところからスタートしました。皆様とのふれ
あいが大切だったとしみじみ思います。皆様のご子息様・

寿　例　会

お客様紹介 （松原 一郎  会長）

乾　杯 （伊藤 孝一  直前会長）

名誉会員　　稲城市長　　髙橋 勝浩  様

お客様紹介 （松原 一郎  会長）

稲城市長
髙橋 勝浩  様

【馬場会員・秋山会員・田村会員・竹田会員】

米山功労者表彰
【佐伯会員】

ベネファクター認証状贈呈
【松原会員】

（佐伯 智美 R財団委員長）
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会長　松原 一郎 　 幹事　吉田 伸幸

委員  竹村 　寛
委員  馬場 輝彦
委員  木村 太一

委員  出石 環樹
委員  髙畠 弘二

公共イメージ委員会
委 員 長　鈴木 修司
副委員長　関谷 宗道

例会日：
例会場：
事務局：
ホームページ：

毎週木曜日12時30分／毎月最終木曜日18時30分
丘の湯プラザ2F　天安サロン
東京都稲城市東長沼1733-3 グリーンハイツ202号室
　　　  http://inagi-rc.org/

委員会報告

新年明けましておめでとうございます。昨日
８日、７２才になりました。まだ若いつもりで
今年を頑張ります。会員の皆様は健康に御
留意下さい。市長髙橋様、新年のご教授よ
ろしく御願い申し上げます。残り半年になり
ました。
新年あけましておめでとうございます。本年
も引き続きどうぞよろしくお願い致します。
新年おめでとうございます。本年もよろしく。
明けましてお目出とうございます。本年も宜
しくお願い致します。
明けましておめでとうございます。
本年もよろしくお願い致します。
本年も宜しく。
２０２０年　夢に向かって楽しみます。
今年もジャンプ。青い鳥ではありません。
昨年１２月下旬、葬儀が３回、娘に第２子誕
生したりで、いつになくバタバタした年末で
した。今年の新年の抱負は１日１日を大切
に楽しく生きて行こうと思います。２月が誕
生日ですが、今年は５才若返るつもりです。
お正月はドバイに行って来ました。イランの
指揮官の暗殺事件でヒヤヒヤでした。
皆様あけましておめでとうございます。今年
も楽しい１年にしましょう。
新年あけましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いします。
今年もよろしくお願いします。楽しくやりま
しょう。
本年も宜しくお願いします。いい年にしたい
ですね。
新春です。入会した時の気持ちを忘れずに。
新年明けましておめでとう御座います。本
年もよろしくお願い致します。
本年もよろしくお願い致します。
あけましておめでとうございます。今年も楽
しいRCにしましょう！！
あけましておめでとうございます。本年もよ
ろしくお願いいたします。
今年も宜しくお願い致します。
明けましておめでとうございます。
今年もよろしくお願いします。
新年おめでとうございます。今年も宜しくお
願いします。

本日の合計：34,000円　総計：593,000円
ニコニコBOX（石井 伸昌  会員）

松原 一郎 会長

吉田 伸幸 幹事

竹村 　寛
横田 定利

関谷 宗道
秋山 裕造
奈良部 義彦
城所 達也
川島 保之
田村 安久

竹田 晴一

栗芝 　貴

渋谷 桂次
小林 利光
鈴木 修司

今井 順一

伊藤 孝一
佐伯 智美

牛込 太一
木村 太一

石井 伸昌

吉田 憲司
山本 宏史
坂上 秀樹
山本 一隆

出席報告（渋谷 桂次  会員）
先々週の訂正出席率 73.08％

会員数
29名

免除数
3名

出席数
25名

免除者出席
2名

欠席数
4名

出席率
89.29％

ご令嬢様達が後を継いで、このRCをやっていけるような気
持ちで今年度はやっていきたいと思っております。今年度、
あと半年ですが頑張っていきたいと思っております。抱負と
会長の挨拶にさせていただきます。ありがとうございます。

幹事新年のご挨拶 （吉田 伸幸  幹事）

今年は十二支のねずみ
年で、十二支の初めの
干支の年になります。そ
んなことを思いながら、
新年ロータリー活動につ
いて考えてみました。
ロータリーの基本理念や

五大奉仕などがありまして、それをもう一度読んでみました。
伊藤年度の時に副幹事の時に、一年間司会をやらせてい
ただき、あと二年間頑張らなければいけないと思いながら
始まりました。そこから思い返すと、一年半経過し、あと半
年になりました。残りの半年は、皆さんと一緒に楽しみなが
ら、活動ができたらと思っております。次年度の城所会長と
川島幹事にいい形で引き継げるように頑張っていきたいと
思っております。あと半年ですが、宜しくお願い致します。

◆第7回東京稲城ロータリークラブ理事会（1/9開催）◆
【協議事項】
①青少年交換委員会の件
山本宏史会員より吉田憲司会員へ変更になりました。

誕生日・結婚記念日祝い（石井 伸昌  会員）
誕生日 松原 一郎 会員　1月8日

小林 利光 会員　1月5日
伊藤 孝一 会員　1月4日
出石 環樹 会員　1月20日

結婚記念日 馬場 輝彦 会員  マリ子 夫人  1月28日
松原 一郎 会員  麗子 夫人　  1月25日
髙畠 弘二 会員  真理子 夫人  1月30日 閉会点鐘 （松原 一郎  会長）

次年度役員・理事報告 （城所 達也  次年度会長）


