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創⽴: 1985 年 3 ⽉ 27 ⽇; RI 認証: 1985 年 6 ⽉ 3 ⽇(No. 1665);
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例会場: 鈴⿅商⼯会議所 4F ⼤ホール; 例会⽇: ⽕曜⽇; 例会⾷事: 12: 00; 例会: 12: 30-13: 30;

2021 年 12 ⽉ 21 ⽇(⽕)第 1671 回例会

してありがとうございます。今⽇もよろしくお

例会場︓徳 兵 衛

願いします。

開始: 18︓30 終了: 20︓30

今夜は今年最後の例会になります。振り返れば、

例会進⾏: 服部⾼宣 副ＳＡＡ

8 ⽉上旬から 9 ⽉いっぱいまで約 2 ヶ⽉の新型

点鐘: 会⻑ ⽥中 通

コロナウイルス感染症の感染拡⼤の影響で臨時

ソング︓ それでこそロータリー
ソングリーダー︓服部⾼宣 副ＳＡＡ

休会を余儀なくされましたが、ここのところは

ゲスト︓⽶⼭記念奨学⽣ ブン ティ フｳン様

三重県全体でも新規感染者数ゼロが続いており

ご家族様︓岩崎千津代様、 世古⼝ 緑様

ます。今⽇の忘年家族例会が無事開催できるの
も、みなさんの感染拡⼤防⽌への努⼒の賜物で
す。ありがとうございます。忘年家族例会をご
準備いただきました親睦委員会のみなさん、あ
りがとうございます。そして、徳兵衛さん、森
豊会員、今⽇はよろしくお願いします。
さて、残念なニュースがあります。諸事情によ
り、今年いっぱいでもって森豊会員が退会され
ることになりました。森豊会員からは、奉仕活

会⻑挨拶

動に取り組む姿勢、会員への⼼遣いなど、多く

⽥中 通 会⻑

みなさん、こんばんは。本⽇の忘年家族例会に

を学ばせていただきました。本当にありがとう

ご参加いただき、ありがとうございます。

ございました。

本⽇のゲストを紹介します。

今回、けじめのひとつとしてロータリークラブ

⽶⼭奨学⽣ ブン ティ フウンさんです。

を退会されることになりますが、またご本⼈が

本⽇も遠くから来ていただきましてありがとう

ご納得いただければ、いつでもクラブに戻って

ございました。岩崎千津代様です。ようこそお

きていただければと思います。その時をお待ち

越しくださいました。世古⼝緑様です。緑さん、

しております。さあ、今夜は忘年家族例会をみ

いつも区切りのイベントの時に来ていただきま

んなで楽しみましょう︕
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サーキットにて夜間例会予定．
＊1 ⽉度プログラムの変更について・・・添付
資料の内容で承認．
＊新春例会 1/18（⽕）⇒ 1/11（⽕）に変更
＊1/18（⽕）岩崎

透ロータリー情報・スタ

ー委員⻑の卓話
＊川岸光男会員の処遇について・・・12 ⽉末
までは出席免除扱い．12 ⽉末を 以ての退

幹事報告

会を承認．

沖 俊成 幹事

4. ロータリー⽂庫デジタル化済資料廃棄につ

1. 当クラブ例会変更のお知らせ

いての⽂書をいただいております．

・2022 年 1 ⽉ 4 ⽇（⽕）特別休会

5. （⼀財）⽐国育英会バギオ基⾦より、2020

・2022 年 1 ⽉ 11 ⽇（⽕）椿⼤神社参拝、

年度事業報告書拝受．

椿会館において新春例会
※新春例会のご案内はメール・ＦＡＸでお送
りしております．出・⽋のご返事は、
1 ⽉ 5 ⽇（⽔）までに事務局へお知らせくだ
さい．
2. 鈴⿅・⻲⼭グループ各ロータリークラブ例会
変更のお知らせ
鈴⿅ＲＣ︓2022 年 1 ⽉ 5 ⽇（⽔）新春祈願
参拝新年会

出席報告

⻲⼭ＲＣ︓2022 年 1 ⽉ 3 ⽇（⽉） 特別休会

森 喜代造 出席副委員⻑

正会員 34 名中名 20 出席．出席率︓76.92％

1 ⽉ 10 ⽇（⽉）法定休⽇のため休会
1 ⽉ 17 ⽇（⽉）
・1 ⽉ 24 ⽇（⽉）
・1 ⽉ 31 ⽇

ニコニコボックス報告

（⽉）ロータリー事務所にて短縮例会

眞⼸純⼀ 親睦・家族委員⻑

※新型コロナウイルス感染拡⼤防⽌対策のため、

順不同・敬称略

ビジター訪問・受付はご遠慮願います．

※多額

3. 第 9 回理事・役員会（12 ⽉ 14 ⽇開催）決

※森 豊︓今⽇は徳兵衛にお越しいただきありがとうご

議報告

ざいます．今まで皆様にはお世話になりました．

＊親睦事業計画について

ありがとうございました．
※世古⼝弘⼦︓家族例会開催おめでとうございま

・忘年例会 12 ⽉ 21 ⽇ 平⽥町 徳兵衛 親

す．

睦委員会より既発信済．

※世古⼝ 緑︓いつもお世話になっております．今⽇

・創⽴ 37 周年記念例会 3 ⽉ 15 ⽇ 鈴⿅

はお邪魔させて頂きありがとうございます．
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※⼭崎ていじ︓家族例会開催おめでとうございま
す．
⽥中 通︓忘年例会、開催できてうれしいです．
徳兵衛さん、よろしく．
沖 俊成︓皆様今年も 1 年間お世話になりました．
来年もよろしくお願いします．
岩崎 透︓寒いね．よろしく♡
岩崎千津代︓今⽇は御世話になります．来年も
よろしくお願いします．
江藤隆仁︓親睦さま、ご苦労様です．森 豊様、
カムバック︕
藤野恵⼦︓久しぶりの親睦例会、皆様のお顔がみ
られてうれしいです．親睦委員の皆様ありがとう
ございます．
野間芳実︓親睦委員の皆様、本⽇はお世話にな
ります．
伊藤義⼀︓今年も最後の例会になりました．来
年もよろしくお願いします．
森喜代造︓来年もよろしくお願いします．
藤⽥ 充︓1 年間ありがとう．
柴⽥友美︓コンバンワ︕本⽇はよろしくお願いしま
す．
川⼾広樹︓⼤阪の仕事も終わり、出席率が良くな
りました．来年はサラリーマンになります．
杉村吉雄︓ご無沙汰してます．
眞⼸純⼀︓ゲストの皆様ようこそ．忘年親睦例会
が無事開催され感謝です．

本⽇のプログラム
「忘年親睦家族例会」
眞⼸純⼀ 親睦家族委員⻑

会報発⾏担当︓川⼾広樹
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