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 司会   SAA 久保  賢司  君 

 点鐘   会 長 金子  正男  君 

 ロータリーソング  我 等 の 生 業 

 ゲスト 米山記念奨学生 劉    家萌  君 

一年交換学生 ﾏﾆｴﾚ･ﾚﾅ･ｻﾗ さん 

 会長挨拶  会 長 金子  正男  君 

皆さん今晩は。今夜は沢山

の会員、会員ご家族の皆さん

に参加して頂き誠に有難うご

ざいます。 

はじめにお客様のご紹介をさせて頂きます。米山記

念奨学生 劉家萌君、一年交換学生マニエレ・レナ・サ

ラさん、ごゆっくり楽しんで行って下さい。 

金子・石塚年度も前半が終わろうとしております。

納涼家族例会に始まり、ガバナー補佐・ガバナー公式

訪問、地区大会、老人・身障者スポーツ大会、さらに

台湾斗六 RC への公式訪問兼家族旅行とそして本日の

忘年クリスマス家族例会と会員皆様のご協力により

出来ました事に感謝でいっぱいです。大変ありがとう

ございます。 

年明け早々にロータリー少年サッカー大会、バレー

ボール大会と続きますので残りの後半も宜しくお願

い致します。 

最後になりますが、設営して頂いた中川親睦委員長

はじめ親睦委員の皆さんに感謝申し上げます。今夜は

おいしい料理、又、素晴らしい企画も用意してござい

ます。お子様にはサンタさんのプレゼントがある様な

ので楽しみに最後までごゆっくりして行って下さい。

ある人が恋は下心、愛は真心と言っていたのを思い出

しましたが、来年の 6 月までロータリー愛が燃え尽き

ぬ様頑張って参りたいと思いますので、ご協力を重ね

てお願いして会長挨拶とさせて頂きます。 

 スマイルボックス報告  平石 典嗣 君 

金子 正男君 今夜は大勢で着て

しまいました。 

メリークリスマス 

石塚 龍夫君 メリークリスマ

ス！会員の皆様のご協力のお陰でど

うにか折り返しを迎えることが出来

ました。大変ありがとうございました。

2018 年も引き続き宜しくお願致しま

す。 

久保 康夫君 皆様、こんばんは。本日は、たくさん

のご参加で金子･石塚年度の盛況その

ものです。来年もよろしくお願いしま

す。 

中川委員長始め、親睦活動委員会の皆

様、お世話になります。 

岡部貞一郎君 本年、お世話になりました。 

篠原 泉 君 X マス例会設営感謝します。楽しい一

時を過ごして下さい。明ける新しい時

が幸多かれと祈ります。 

MU会場案内 

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 
宇都宮 90 東武ホテルグランデ 
小山中央  思水荘 

真 岡 西 フォーシーズン静風 
宇 都 宮 東武ホテルグランデ 
宇都宮東 ホテルニューイタヤ 

益   子 益子カントリー 
しもつけ 石橋商工会館 

宇都宮西 東武ホテルグランデ 
宇都宮北 宇都宮グランドホテル 

小山東 小山グランドホテル 
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篠原 宜之君 今夜は家族でお世話になります。 

親睦委員会の皆様ご苦労様です。 

岡本 俊夫君 金子･石塚年度も相撲で言うと中日を

迎えました。上々の半年でしたね!! 

中川親睦委員長をはじめ委員会の皆

様、設営御苦労様です。 

新年の挨拶は控えさせて頂きますが、

皆様どうぞ良いお年を!! 

福原 一郎君 親睦委員の皆様、本日はご苦労様です。

酒席に参加するので歩いて参りまし

た。西の空に鎌形の月が冴え冴えとし

てきれいでした。 

今晩は楽しませていただきます。 

辻 達男 君 親睦委員会の皆様ご苦労様です。お世

話になります。 

テーブルの初春は今年の新酒です。ご

賞味下さい。 

石田 順一君 じじばば家族にとってクリスマス例

会は楽しみです。かわいいお子さん達

と楽しい時間を過して帰りたいです。 

設営おつかれ様。 

広瀬 紀夫君 お世話になります。楽しんでいきます。 

海老原 均君 待ちに待ったクリスマス、瀧介(ｿｳｽ

ｹ)・瑠奈(ﾙﾅ)・晄(ﾋｶﾙ)3 人の孫達と参

加させて頂きました。素晴らしい一夜

になればと思います。 

田村 浩次君 親睦委員会の皆さん、今日の設営ご苦

労さまです。 

サプライズ楽しみにしています。 

宇賀神裕一君 金子会長・石塚幹事年度も半分が過ぎ

ました。もう一息ですね。 

本日の設営、SAA はじめ親睦活動委

員会の皆様、ご苦労様です。 

夫婦 2 人だけの参加は入会以来初め

てかも･･･ 

木村慎太郎君 今年はお世話になりました。 

来年もよろしくお願いします。 

柳 浩雄 君 今年もお世話になりました。 

杉田貞一郎君 メリークリスマス 

良いお年をお迎え下さい。 

野沢 巧 君 今日は家族全員で御世話様になりま

す。中川親睦委員長はじめ委員会の皆

様には、設営いただき大変御苦労様で

す！ 

よろしくお願い申し上げます!!  

廣田 茂 君 中川親睦委員長始め親睦委員会の皆

様設営御苦労様です。 

市村 忠男君 奨学金制度のアンケートにご協力い

ただきありがとうございます。 

親睦活動委員会の皆様ご苦労様です。

又、お世話になります。 

中川 宏行君 忘年家族例会に 123 名の参加をいた

だき、ありがとうございます。 

楽しい時間をお過ごしください。 

大堀 文雄君 メリークリスマス 

中川親睦委員長さん、ご苦労さん。 

石川 久雄君 会員及びご家族の皆様、忘年家族クリ

スマス例会を楽しく過ごして下さい。 

私は、今年のクリスマスは家族でフィ

リピンへ行き、楽しい時間を過してき

ます。 

岡本 佳男君 メリークリスマス!!楽しい今宵を皆

様といっしょに過しましょう。 

本日もご利用ありがとうございます。 

見目 良一君 本日は家族 4 人で御邪魔いたしまし

た。楽しませて頂きます。 

Verry Merry Christmas!! 

( ﾍﾞﾘｰ ﾒﾘｰ  ｸﾘｽﾏｽ!! ) 

豊田 光弘君 中川親睦委員長はじめ委員の皆様、本

日は早くから忘年家族クリスマス例

会の準備大変お疲れ様でございます。 

妻と 2 人で参加させていただきまし

た。よろしくお願い致します。 

久保 賢司君 真岡 RC 会員、ご家族の皆様、ようこ

そ！ 

どうでもいい事ですが、明日は私の愛

する家内の誕生日です。 

川堀 哲男君 メリークリスマス！皆様の家にもサ

ンタクロースが来ますように！ 

淡路 晃 君 今年を振返りつつ今宵は皆さんと楽

しく過していきたいと思います。親睦

委員会の皆さん、設営ご苦労様です。 

栁田 尚宏君 今夜は忘年家族例会と言う事でこの

ように盛大に出来るのも親睦委員長

はじめ委員の皆さんのお陰です。ここ

にご出席のご家族の皆様ゆっくりと

楽しんでいって下さい。 

坂本 光 君 今年最終のロータリー忘年家族クリ

スマス例会ですネ！ 

新年は早々にロータリークラブサッ

カー大会が有ります。1 月 6･7 日大会

参加と共に商品のご協力を宜しくお

願い致します。 

渡邉 佳寛君 レナが日本に来てから早くも 4 ヶ月

が過ぎました。でも、私がいる限りは

ホームシックになることはありませ

ん。 

今日のレナは日本語だけの日ですが、

皆様やさしい日本語で接してあげて

下さい。 

馬場 照夫君 一年間、ありがとうございます。新し

い年、皆様のご多幸をお祈りいたしま

す。  



田辺 義貴君 今年もあと 10 日となりました。僕の

後厄の年もあと 10 日で終わります。

今年何もない事を祈りつつ、来年は仕

事に遊びにと色々とチャレンジして

いきたいと思います。来年が本日ご参

会いただいた皆様にとって良い年で

ありますように。 

大田 浩彰君 ハッピーメリークリスマス 

仲野 新吾君 皆様クリスマスまであと少し。私は、

今年も一人、来年も一人。自分なりに

頑張っていますが、足りない何かを求

めて精進して、来年を迎えたいと思い

ます。 

藤村 三夫君 メリークリスマス 

初めてのクリスマス例会、楽しませて

いただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 スマイルボックス(12 月 21 日現在) 

 プログラム委員会   🔶 出席委員会 

淡路 晃  君     太田 浩彰 君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前回までのスマイル繰越金 1,271,500 

会員 164,000 

ビジター - 

本日のスマイル合計 164,000 

スマイル今期累計 1,435,500 

前回までの米山繰越金 35,282 

米山 - 

米山今期累計 35,282 

合計金額 1,470,782 

本日の 

プログラム 

1/9 
新年会 

 

次回の 

プログラム 

1/11 

月初例会 

 

 

 

月間予定 

出席者     出席報告   出席委員会  太田 浩彰君 

在籍 58名 出席免除者 2名（有資格者 2名 + 有理由者 0名） 

例 会 日 出席義務 事前MU 事後MU 出席者 内免除者 欠席者 出席率(%) 

補正後 12月 7日 56 1 2 48 1 6 89.47 

本 日 12月 21日 56 1 - 51 1 5 91.23 

月間出席率(%) 

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 

95.72 94.44 90.94 88.25 87.77        

※例会欠席は AM11:00までに必ず事務局（TEL.0285-84-2511 FAX.0285-84-2510）までお知らせください。 



 

クロッサンズトリオ ＆ 菱沼会員 

 

すっごいでしょ～!!! 
むずかしいなー 

ありがとう 

たくさんのご家族の方にご参加いただきました 


