
◎本日は家族として参加させて頂きます。宜しくお願いします。
 郡山西北RC　町田　敦君
◎本日は待ちに待ったクリスマス家族会です。楽しんで下さい。
 福島佳之君
◎クリスマス会へようこそ。 阿部充宏君
◎メリークリスマス。本日は宜しくお願いします。
 高橋裕一君、前田泰彦君、高橋孝行君
 鈴木禎夫君、中原喜範君、小田修史君
 阿部充正君、菅野秀士君、橋本　勝君
 幕田宙晃君、今泉正規君、佐藤尚宏君
 橋本謙一君、石黒秀司君、池田達哉君
 成田英樹君、福内浩明君、宮川卓也君
◎クリスマスの準備をして頂いた皆様、ありがとうございます。
 佐藤修朗君

　皆さん、お晩でございます。本日は待ちに待っ
たクリスマス家族会です、去年はコロナ禍の中で
お子様にはご遠慮頂いて開催されました。今年も
色々悩んだのですが、とりあえずいつも通りにやってみようというこ
とで、皆様にお声がけしたところ、本日お集まり頂いた皆様103名
もお出で頂いております。小さいお子様そしてご家族の方々は、前
の方の席に座って頂きまして、ご家族毎にテーブルをうまく作った
つもりですが、親睦委員会の皆様、ご苦労様でした。間にアクリル
板がある方、無い方、それが一つの目安になろうかなとは思います
が、オミクロン株が流行っているそうで、日本では16名になったそう
です。福島県も１人出たということですが、感染防止対策をちゃん
とやって、クリスマス家族会を進めて行きたいと思います。でき得れ
ば余りお立ちになってお酌をして回るというのは、極力避けて頂け
れば幸いです。

会長挨拶 福島佳之 会長　クリスマス家族会をスタートさせて頂きます。今回は親睦委
員会の方々に凄くお世話になりまして、そして本日プレゼントを
ご協賛を頂いた会員の方々、大変ありがとうございます。最初
に思い描いていたより凄く集まって、後で景品の抽選大会が
ありますが、途中でアトラクションがあり、そして運が良ければ
物凄いサプライズが待っているということだけお伝えします。
今日は楽しんで行って下さい。

会長挨拶 福島佳之 会長
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　クリスマス家族会をお楽しみ頂きたいと思います。
幹事報告 阿部充宏 幹事

ニコニコＢＯＸ委員会報告
宮川卓也 副委員長

　それでは皆様、メリークリスマス。ようこそ
ロータリーのクリスマス家族会にお出で下さ
いました。本当にこんな不安定な中で、なんと100名を超える
皆様にお集り頂きました。そして協賛品もご協力ありがとうござ
います。これから親睦委員会一丸となって楽しいアトラクション
を用意しています。そして豪華景品を皆様のお陰をもちまし
て、全員にお渡しすることができます。子供たちの皆さんも好き
な景品を持っていけるようにしましたので、最後まで楽しんで
宜しくお願い致します。

親睦活動委員長挨拶
二瓶健一 委員長

　聖なる夜を皆さんで楽しんで参りましょう。メ
リークリスマスで乾杯の発声をさせて頂きま
す。メリークリスマス！

乾杯 石黒秀司君

総員／98名　出席／57名　欠席／41名
出席率／58.16％　前回修正率／68.60％
他クラブ出席／4名

出席報告 佐藤　聡 委員長

新年会
郡山ビューホテルアネックス

次 回 第19回例会
令和4年1月6日㈭

〒963‒8022  郡山市西ノ内2‒6‒18

一般財団法人 太田綜合病院
副理事長 太　田　健　三

☎ 925‒0088　　931‒1155

〒963‒8014 郡山市虎丸町2‒11
郡山虎丸町第一生命ビル３階

福島テレビ 株式会社
郡山総支社長 鈴　木　　稔

☎ 931‒8000　　934‒4832

2020‒2021年度100％出席者
宮川卓也 前年度出席副委員長
44年：新城義雄君
37年：滝田金之介君
32年：林　　誠君
27年：五十嵐酋平君
26年：安倍元雄君、今泉正規君
22年：石黒秀司君
21年：初瀬照夫君
20年：大野勝久君
19年：神山英司君、鈴木淳策君
18年：湯浅大郎君
17年：平松敏郎君
16年：佐藤尚宏君
15年：鈴木禎夫君
14年：菅野秀士君、関根　信君

13年：佐藤　聡君
12年：池田達哉君
11年：有賀隆宏君、佐藤政弘君
　9年：鈴木正晃君
　8年：大木勝浩君、高橋裕一君
　7年：堀川紀房君、幕田宙晃君
　6年：高橋孝行君、福島佳之君
　5年：阿部充宏君、中原喜範君
　3年：佐藤光一君
　1年：伊野泰司君、酒井良胤君、橋本謙一君
 橋本　勝君、横山　大君

 ソングリーダー
平栗俊明君

 特別出演
デヴィ夫人

 アトラクション
香りと音と水晶の魔女 小山夕子（ゆっ子V）氏・あやの氏

 中締め
佐藤尚宏 会長エレクト
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