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家族クリスマス夜間例会 

 

 司  会     幹 事 山﨑雅光 君 

 

 開会点鐘     会 長 沼田時子 君 

 

 ロータリーソング 

「静岡西ロータリー 

クラブソング」 

ソングリーダー 

宮原伊之人 君 

    

 四つのテスト唱和 

宮原伊之人 君 

 

 本日のゲストおよびビジター紹介 

米山記念奨学生 ヒュン・ソーバン  様 

ゲスト（紹介順） 

鈴木麻祐子 御夫君様 

岡村真央 御夫君様 

      武藤宏之 令夫人様 

      宮城島孝 令夫人様、 

      金原康之 令夫人・ご令孫様 

      白鳥勝平 令夫人・ご令孫様 

      川崎友和 ご息女様 

      白鳥三和子 御夫君・ご子息様 

      山崎雅光 令夫人・ご息女様 

      安藤弘 令夫人・ご子息様 

      片嶋政昭 令夫人・ご息女様 

      三井住友信託銀行 静岡支店 

鎌田様、星野様、小泉様 

 

 会長挨拶    沼田時子 君 

静岡西ロータリークラブのクリスマス例会にお集 

まりいただきありがとうございます。今日はクラブ   

管理委員長の望月さんのお力添えによりテレビで

ご活躍中の久保ひとみさんをゲストにお迎えしま

した。短い時間ですが皆様どうぞお楽しみくださ

い。ロータリーは初めてという方もいらっしゃると

思います。一言でいえばロータリークラブは世界

で良いことをしようという人々の集まりです。そし

て 12 月は「疾病予防と治療月間」です。毎年世界

で、10 億人が蚊に刺されることで感染するデング

熱などの感染症で苦しんでいますが先進国での

症例が少ないため製薬会社の開発が遅れていま

す。世界人口 73 億人の 6人に 1人が医療費を払

うことができず、医療費の負担によって毎年 1 億

人が貧困生活に追い込まれています。ロータリー

クラブは発展途上国で多くの人々が質の高い医

療を低コストまたは無料で受けられるよう支援活

動を行っています。最後に東アフリカのウガンダ

での活動をご紹介します。 
 

 幹事報告         山崎雅光 君 

 ・12 月 14 日（水）例会終了後、ミモザにて理 

事会を開催します。 

  

 委員会報告          

      40 周年準備委員会 川崎友和 君  

      素晴らしい記念誌

が完成しました。本

日皆さまにお配りし

ましたのでじっくりと

お読みください。 

 

 

 

奉仕プロジェクト委員会 加藤博一委員長 

1 月 11 日（水）11 時

から、クラブ管理、

奉仕プロジェクト合

同企画として日本平

動物園で職場見学

を行います。多くの

方の参加をお願いし

ます。 
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ゴルフ同好会 宮原伊之人 君 

12 月 4 日に開催した、第二回沼田杯ゴルフコン

ペは山崎幹事が優勝、沼田会長が準優勝の結

果でした。 

 

 会員のお祝い（誕生日おめでとう）        

  杉山 元 君、岸田裕之 君 

返礼   杉山 元 君 

      ・64 歳になりました。4 月には孫が生まれまし 

た。数年したら一緒にクリスマス例会に参加 

したいです。ありがとうございました。 

岸田裕之 君 

      ・58 歳になりました。これからもよろしくお願 

いします。本日はありがとうございました。 

 

 出席報告・スマイル    岸田裕之 君 

会員 38 名中 出席 31 名  
先々週 11/16 出席計算会員 
数 37 名、出席会員数 26 名、ﾒｰｸｱｯﾌﾟ 3 名、 
改正出席 78.39% 
袴田文治 君 

半年ぶりで夜間外出が許可され参加できました。 

加藤博一 君 

新年最初の例会は 1 月 11 日日本平動物園の 

見学です。多くの皆様の参加をお願いします。 

榊 一夫 君 

全員スマイルに協力します。 

金原康之 君 

全員スマイルにスマイル！ 

杉山 元 君 

大変遅くなりました。やっとで 40 周年記念誌出 

来上がりました。何かありましてももう修正出 

来ません。ありがとうございました。 

誕生日祝いありがとうございました。みなさん 

のお陰で無事 64 歳になりました。まだまだケツ 

は青いです！ 

川崎友和 君 

ご無沙汰しております。本日、嫁が体調不良のため 

娘と二人で参加です。よろしくお願いします。 

野木秀明 君 

元さん誕生日おめでとうございます。今年来年 

とも委員会よろしくお願いいたします。 

海老原正之 君 

メリークリスマス。本日は三井住友信託静岡支 

店の若手 3 名を連れてきました。よろしくお願 

いします。 

本日は久保ひとみさんの大ファンの妻を連れて 

きました。よろしくお願いします。 

宮原伊之人 君、大石 剛 君 

メリークリスマス！先日の第 2 回ゴルフコンペは 

多数参加いただきありがとうございました。 

次回は 2 月 26 日で予定しています。 

よろしくお願いします。 

宮城島 孝 君 

妻がロータリー初参加となります。皆様のお仲間に 

是非お加えください。よろしくお願いします。 

クリスマス例会、妻と楽しみたいと思います。 

安藤 弘 君 

本日の会 楽しみにしています。 

 

 家族クリスマス会 

望月正弘クラブ管理運営委員会委員長の司会で 

クリスマス例会が開始。しばらくするとサンタ 

クロース姿の久保ひとみさんが登場。軽妙な語 

り口で、子供一人ひとりにプレゼントを手渡 

し。その都度シャッターチャンスの時間を設け 

てくれるなどサービス精神旺盛。会員のみなら 

ずご家族も大盛り上がり。 

 その後、恒例のビンゴ大会に突入。三井住友信 

託銀行静岡支店の若手精鋭 3 名にお手伝いいた 

だきスムーズに進行。ビンゴ賞はホテルセンチ 

ュリー静岡のお食事券さらには静鉄ストアー商 

品券など盛りだくさん。嬉しいクリスマスプレ 
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ゼントになりました。ご提供いただきました皆 

様には感謝申し上げます。 

 

家族クリスマス例会は今年も盛況の中、 

惜しまれつつ閉会となりました。 

※当日のお写真多数ございますので、 

ご希望の方は広報・ＩＴ委員へお問合せください。 

 

 
 

 
 

 

 閉会の点鐘         沼田時子 君 

 


