
２０１４年 １２月 １７日 第２３７０回 No.２３

No.

「忘年家族会」
会場：立川グランドホテル「サンマルコグランデ」

≪プログラム≫

【登録開始】17:00

【第 2370 回例会】
18:00-18:30

・開会の点鐘

成田 恭隆 会長

・ロータリーソング

「奉仕の理想」斉唱

・お客様の紹介

・会長挨拶、会長報告

成田 恭隆 会長

・幹事報告

松浦 信平 幹事

・委員会報告

・閉会点鐘

成田 恭隆 会長

【忘年家族会の宴】
18:30-20:30

司会 熊井 治孝 親睦委員

・開会の辞

小島 馨 親睦委員長

・乾杯

杉田 純一 パスト会長

・ご歓談

・清水博雅会員の卓話（長寿

の秘訣、手品、園長パワー）

・コンサート

オペラ歌手 柴田 啓介 様

・プレゼント交換

・ロータリーソング

「手に手をつないで」合唱

・謝辞

松田 忠泰 親睦副委員長

・閉会の辞

横倉 利夫 会長エレクト

・記念撮影



東京日野ロータリークラブ会報
事務局：〒191-0042 東京都日野市程久保3-37-3

℡：042-594-3711 fax：042-593-0510

例 会：毎週水曜日（12:30 より） 例会場：高幡不動尊客殿

ＵＲＬ：http://www.hino-rotary.org

メール：info@hino-rotary.org

会 長：成田 恭隆

幹 事：松浦 信平

会報委員長：宮野 孝雄

会 報 委 員：森原 豊 山口 徹雄

奥野 誠也 井村 廣巳

熊井 治孝

【 ニコニコ 】

本日のニコニコ： 55,000 円／累計 537,530 円 ビジターフィー： 0 円／累計 38,000 円

成田 恭隆 君 親睦委員会の皆様、本日はありがとうございます。会員の皆様、ご家族の皆様、

御出席ありがとうございます。小田原さん、おめでとうございます。

清水 博雅 君 我が家の愛犬金太郎がモデルとなったカレンダーをプレゼント交換に出していただきました。

小島 馨 君 家族忘年会多くのゲストの御参加有難うございます。

清水先生、柴田さん、福田さん、今日は楽しませていただきます。

小田原会員おめでとうございます！！誠実な日々の行動に敬服致します。

松浦 信平 君 委員長はじめ親睦委員会の皆様、今日はありがとうございます。楽しみにして参りました。

福田 多恵子 君 小田原さん！２位の方を大きく離し御当選おめでとうございます。本当に良かったですねっ！

今日の忘年家族会は、娘とベイビーと一緒の参加です。騒がないと良いのですが・・・。

楽しい会になりますように！

横倉 利夫 君 家族忘年会に多くの方々に御出席頂きありがとうございました。

小田原 2期目の出動おめでとうございます。会員の皆様、来春も御多幸あれ！

熊井 治孝 君 本日は皆様ようこそおいで下さいました。忘年会の担当者として親睦委員会の皆様の

お手をお借りして開催することが出来ました。ご不満、不行き届きの点はお許し下さい。

山口 徹雄 君 杉田直前会長、今年もお世話になりありがとうございました。成田会長、松浦幹事、

あと半年宜しくお願いします。井村ガバナー補佐エレクト、宜しくお願いします。

小峯 敏夫 君 忘年家族会楽しみに来ました。どうかいい賞品が当たりますように。

宮野 孝雄 君 初めての忘年家族会です。楽しみに来ました。小田原さん当選おめでとうございます。

これからもよろしくお願いします。

井村 廣巳 君 成田会長、松浦幹事、御苦労様でした。親睦委員会の皆さん、ありがとうございます。

田中 くに子 君 小田原さん、小選挙区での当選おめでとうございます。当クラブの誇りです。

今日の忘年家族会、奥様方にもお目にかかれて一年間で一番華やかで楽しい日です。

皆さんで楽しみましょう。

土方 邦人 君 メリークリスマス！素敵な夜でありますように。

山下 雅弘 君 早退します。すいません！

松田 忠泰 君 小田原さんおめでとう、次回が問題ですよ！！ＲＣバッチ忘れました、すいません。

【 出席会員 】

・成田 恭隆 会長 ・板谷 誠一 会員 ・井村 廣巳 会員 ・小島 馨 会員 ・土方 邦人 会員

・松浦 信平 幹事 ・小倉 裕美 会員 ・土方 淳 会員 ・熊井 治孝 会員 ・疋田 久武 会員

・横倉 利夫 会員 ・宮野 孝雄 会員 ・小宮 延雄 会員 ・小田原 潔 会員 ・西山 尚之 会員

・山村 侑英 会員 ・野村 圭伊 会員 ・谷井 正剛 会員 ・松田 忠泰 会員 ・山下 雅弘 会員

・清水 博雅 会員 ・藤林 良昭 会員 ・小峯 敏夫 会員 ・福田 多恵子 会員 ・北村 淳 会員

・杉田 純一 会員 ・山口 徹雄 会員 ・小林 雄太 会員 ・阪口 茂 会員 ・森岡 弘通 会友

【 ビジター・ゲスト 】

・成田会長ご家族 成田 量子 様 ・小田原会員 令夫人 小田原 京子 様

・成田量子様 秘書 大貫 武 様 ・福田会員 ご令嬢 エラール福田めぐみ 様

・横倉会員 令夫人 横倉 由美子 様 ・松田会員 令夫人 松田 恒子 様

・野村会員 令夫人 野村 裕子 様 ・阪口会員 令夫人 阪口富美子 様

・山口会員 令夫人 山口 起予子 様 ・青少年交換派遣候補生 相原 汐花 さん

・藤林会員 令夫人 藤林 和子 様 ・相原さんご家族 相原 陽子 様

・山口会員 ご家族 山口 瑛子 様 ・日野ＲＡＣ 西條 真琴 君

・井村会員 令夫人 井村 ひとみ 様 ・日野ＲＡＣ 上野 要平 君

・小宮会員 令夫人 小宮 芳子 様 ・日野ＲＡＣ 森川 かつら さん

・事務局 田中 くに子 様 ・日野ＲＡＣ 中川 貴弘 君

・小島会員 御夫君 小島 康義 様 <以上、席次順による>


