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各委員長　運営の方針と計画
時枝紀子銀座日本橋グループガバナー補佐訪問

開会挨拶（野呂洋子会員組織委員長）
　皆様　オンライン例会9回目を開催させていただき
ます。
　なお、本日の例会は当クラブの週報のためにビデオ
録画の予定ですので、参加者の皆様におかれましては、
個人情報への許諾を予めよろしくお願い致します。

卓話者・ゲスト発表（上田美帆SAA委員長）
　オンライン例会にようこそご参加下さいました。
（本日のお客様ご紹介）
ⅰ　富田会員ゲスト　大石由梨枝　様
ⅱ　元当クラブ会員　湯浅保有美　様
ⅲ　米山記念奨学生　ナタリー・パスカル　様

開会点鐘（福元智子会長）
　皆さまこんにちは！
　いよいよ最終例会となりました。今回は第777回とい
うことで、なんか縁起がいいなと思っています。期初
の例会前に皆で神主さんの御祓を受けました。今回は
皆でやることはできないので、今朝ほど品川神社に行
き、神様に感謝と厄除けのご祈祷をお願いしクラブの
名前で屋根瓦の銅板を奉納させて頂きました。

ロータリーソング
　「手に手つないで」、「世界をつなぐロータリー」（当ク
ラブの歌）

米山奨学金授与
　福元会長から米山奨学生ナタリー・パスカルさんへ
オンライン上で奨学金の授与が行われました。

今期の表彰発表
ⅰ　皆出席賞（記念品贈呈　13名）

辻会員　石原会員　時枝会員　清宮幹事
黒岩会員　矢部会員　山下会員　岡田会員
野呂会員　福元会長　石川会員　川口会員
上野会員

ⅱ　�ロータリー財団年次寄付　ポールハリスフェロー賞
（認証状と認証品　5名）
秋葉会員（第7回表彰）　石川会員（第5回表彰）
並木会員（第2回表彰）　曽根会員（第5回表彰）
清宮幹事（初回表彰）

ⅲ　ロータリー米山記念奨学会特別寄付金表彰
（表彰状　17名）
大盛�敬子会員� 第2回�米山功労者マルチプル表彰
井関�和美会員� 第1回�米山功労者表彰
上野�由美会員� 第1回�米山功労者表彰
田中�結加会員� 第1回�米山功労者表彰
小沼�百合子会員�第1回�米山功労者表彰
岡田�敏江会員� 第5回�米山功労者マルチプル表彰
並木�咲樹会員� 第5回�米山功労者マルチプル表彰
丸山�冨美江会員�第2回�米山功労者マルチプル表彰
宮下�文夫会員� 第2回�米山功労者マルチプル表彰
山下�江会員� 第2回�米山功労者マルチプル表彰
時枝�紀子会員� 第2回�米山功労者マルチプル表彰
小堀�彰会員� 第2回�米山功労者マルチプル表彰
石井�本子会員� 第3回�米山功労者マルチプル表彰
石原�忠始会員� 第2回�米山功労者マルチプル表彰
石川�和子会員� 第3回�米山功労者マルチプル表彰
辻�喜代子会員� 第8回�米山功労者マルチプル表彰
福元�智子会長� 第1回�米山功労者表彰

ⅳ　会員増強功労者賞
（2750地区淺田豊久ガバナーから表彰状　6名）
石川和子会員：� 山田桂子新会員
秋葉良子会員：� �城麻里奈新会員、鈴木善和新

会員、矢部祐佳子新会員
清宮普美代幹事：中西ふじ子新会員
福元智子会長：� 西村美寿穂新会員
石原忠始会員：� 諏訪智美新会員
岡田敏江会員：� 山本恭子新会員

幹事報告（清宮普美代幹事）
・2021年度の国際大会登録案内
台湾の台北市で開かれることが決定されました。
2020年ホノルル大会が中止となり現地での次年度登

◀︎左から順に
　上田会員
　大石様
　ナタリー様

� 例会報告  第777回  2020年6月22日（月）
	 オンライン例会

接続会員数36名+メーキャップ0名
（正会員64名-休会6名）

出席率 62.07%

本日のオンライン例会＆クラブ協議会
第779回　2020年7月13日（月）



録が出来ない為、急な案内となりましたが、台北に
は姉妹クラブもあり、又会員の皆様方は早期に登録
すると安くなる特典もありますのでマイロータリーか
ら早速登録をお願い致します。

登録料　2020年�6月26日迄　＄315
　　　　2020年�12月15日迄　＄365
　　　　2021年� 3月31日迄　＄440
　　　　2021年� 6月16日迄　＄515

・野呂会員ファミリーへ感謝状
2750地区ガバナー及び青少年交換委員長からドイツ
の交換留学生ララちゃんの受け入れについて野呂会
員ファミリーに丁重な感謝状が届いております。

・当クラブのガバナー特別賞受賞
6月16日の会長幹事会で、地区内98クラブの中から
ガバナー特別賞を受賞した3クラブに当クラブも入り
ました。医療最前線への支援プロジェクト（ランチギ
フト、マスク、フェースシールド、防護服寄贈）が社
会奉仕として評価されたものと思われます。

・会員増強功労賞受賞
2750地区淺田豊久ガバナーから会員増強について当
クラブに対して表彰状が授与されました。

・寄付目標2万円達成クラブ感謝状
ロータリー米山記念奨学会から当クラブ宛に会員一
人当たり寄付2万円達成クラブとして感謝状が届きま
した。

サプライズ企画（福元会長へ感謝の動画映出）
（もう一つの情熱大陸ロータリアン編の要約）
　RIマローニー会長の「ロータリアンとして地域社会
の危機に対応する行動をし、ロータリーは世界をつな
ぐというテーマを地域で実現しよう」という呼びかけに
応え、医療崩壊危機に情熱的に取り組んだ福元会長
が会員たちを動かしZoomによるオンライン例会開始プ
ロジェクトを積極的に後押しし、4月からオンライン例
会を実施し、6月までの間当クラブ会員だけでなく他ク
ラブからも沢山のメークアップ参加を頂きました。
　オンライン例会の期間中も地域の医療支援プロジェ
クト（ランチBOX、医療物資）を着実に実施しました。
　その他平常のロータリークラブとしての奉仕活動（ド
イツからの交換留学生受け入れなど）も行いました。
（会長に対する会員の感謝の言葉）
・会長の信念を貫かれるお姿に惚れています。
・福元年度最高でした！　感謝！
・革新的な活動に満ちた素晴らしい1年でした。
・�コロナ台風に対抗する疾風怒濤のオンライン例会と
医療支援に拍手喝采！

・インド例会から始まり本当に怒涛の1年でした！
・ �会長のやりたい事を実現できるよう一緒に走ってき
ましたが、ついていくのがやっとでした。

（監督編集　海渡千佳会員）

花束贈呈
　宅配で福元会長と清宮幹事に花束が贈られました。

東京中央RC様� （医療支援プロジェクト協力金の余りをニ
コニコいただきました・福元会長）

福元智子 会長� 皆様と一年間楽しい時間を過ごさせてい
ただき、本当にありがとうございました！

� 本当に文字通り、みんなで泣いたり笑った
り、けんけんがくがく議論したり、汗をかい
て奉仕をしたり、私の人生の中でもかなり
貴重で濃密な時間を頂きました。

� この勢いで、次年度の清宮年度も皆さん
で盛り上げていきましょう！

清宮普美代幹事� 福元年度、最終日です。なんだか名残お
しいです！

� 福元会長、みなさまありがとうございました。
上 野由美 会員� 福元会長、清宮幹事。インドロータリーと

の合同例会に始まり、コロナに翻弄され、
大変な一年でしたが、お二人の指揮の
元、スタッフの協力により、また、一回りも
二回りも大きな会に成りました‼

� 本当にお疲れ様でした
大盛敬子 会員� 福元会長様、清宮幹事様、この1年間、

大変お疲れ様でございました、
� ありがとうございました、ニコニコします
岡田敏 江 会員� 福元会長清宮幹事　1年間本当にお疲

れ様でした。
� 素晴らしいクラブに発展しました事心よりう

れしく思っております。
海渡千佳 会員� 福元会長、清宮幹事、そして理事の皆様、

激動の1年。大変お疲れ様でした。
� 新入会員として、学びの多い1年に感謝

です。
� そして、新しく清宮年度が始まります。引

き続き、ご指導頂きながら、少しでもお役
に立てるようにと願っています。

黒岩友美 会員� 福元会長
� 一年間本当にお疲れ様でした。
� 副会長という大役を任命して頂き会長の

やりたいことを形にしたい!
� との想いで、一心に共に走って参りました。
� 会長の近くで様々な貴重な体験ができた

こと、会員の皆様と素晴らしい繋がりがで
きたことにとても感謝しています。有難うご
ざいました！

� そしてこれからもよろしくお願いします！
高橋　肇 会員� 福元会長お疲れ様でした来期からもお忙

しいと思いますがより一層のご活躍くださ
いませ。

辻喜代子 会員� 福元年度　美しいブローチの皆出席賞あ
りがとうございました。

富田洋 平 会員� 福元会長一年間お疲れ様でした。
� ありがとうございました。
野呂洋 子 会員� 福元会長、激動の1年間お疲れ様でした。

来年度はグループ幹事で、益々のご活躍
を！！

宮下文夫 会員� お誕生日のお祝いありがとうございます。
未曽有の危機にありますが、皆で心の奥
に宿るロータリーの灯を守りましょう。

山下 　 江 会員� 福元会長
� 男前のリーダーシップを発揮された1年間

に感謝します。とても刺激を受けました。

にこにこ合計45,351円 /今期累計568,489円



福元智子会長挨拶「今期一年を振り返り」
　7月1日のスピーチから1
年、早かったような長かった
ような！

（スローガン）
ロータリーは世界をつなぐ（RI）
5000人の仲間をつなぐロータリー（地区）
多様な人とつながりチームを作ろう！（当クラブ）

（目標）
1　人と人とをつなぐ
　　世代をつなぐ・チームをつなぐ・クラブをつなぐ
2　女性が多いクラブとして輝き発信する。

（マララさん　G20　2019スピーチ）
1億3千万人以上の女子が学校に通っていない。テク
ノロジーが生活・学習・仕事の仕方を変える一方で、
10億人近い女性が仕事に必要なスキルを持っていな
い。援助がなければ発展途上国の女子が安定した仕
事を見つけるのはますます難しくなる。失業率は世界
的に上昇し、労働格差は拡大するだろう。
　逆にすべての女子が中等教育を修了すれば、世界
の経済規模を最大30兆ドル増やせる。

（行動計画）
1　委員会活動の活性化
2　他クラブ連携の奉仕活動
3　リバースイニシエーション

（上半期活動）
・幕開け　インド例会
育成園キャンプ
画廊巡り
8人の新入会員が仲間に
ドイツから交換留学生ララちゃんが！
19回の例会、2回のファイヤーサイド、そしてIMも

・ �何といってもインド例会は今期始まってすぐ100人以
上のインド人ロータリアンがメーキャップに来場とい
うことで、清宮幹事を中心にSAAを中心にインド
チームを結成し、わずか1ヵ月余りで準備をし、当
日は内外合わせて200人のロータリアンが集う大盛
況でした。全編英語はとてもハードルの高いもので
したが、海渡会員にトレーニングをいただき、無事
乗り切ることができました。チームの方々は本当に
大変だったと思います。
　インドを知り、沢山のロータリアンと知り合えました。

（下半期活動）
・COVID19、日本も緊急事態宣言発令

・�医療の現場の医師の声を聞く機会があり、まさに医
療崩壊とも言える耳を疑うような状況でした。マスク
も防護服も足りず、医療従事者の子どもは預からな
い。それでも毎日リスクを冒して現場に立ち続ける
医療従事者の方 。々
　一方で銀座から人が消え、苦しい仲間を助けたい
との思いと最前線で戦う医療従事者の方々を少しで
も元気づけ、応援したい。
　こうして4月9日ランチギフトプロジェクト始動。
　食事より、マスク・防護服など医療物資が足りな
いとの声に対し、次々支援の調達の輪がつながり、
医療支援プロジェクトとなって実を結びました。
　「コロナ罹患者が増え続け、スタッフの疲労も極
限状態です。そんな中、食事の提供といった温かい
支援を受けまして、身も心も温まる思いです。東京
医科歯科大コロナ対策室」
　「最初にメンタルから崩れていく中、この支援がど
れだけ現場の気持を支えているか、を実感していま
す。虎ノ門病院　医長」
　共同クラブ：築地ロータリークラブ、東京中央新
ロータリークラブ
　550個の弁当と防護服等物資を7つの病院に支援。

（青少年奉仕）
・ポジティブメイク
第1回として、養護施設の高校生にメイクで自己実
現を支えるプロジェクトを実施しました。第2回以降
は特別養護老人ホームなどを訪問して、お年寄りに
メイクを施して元気になってもらう予定がありました
が、コロナ禍で中止になっています。

・オンラインアニメ上映会
育成園の子どもたち向けのリアルアニメ上映会がコ
ロナ禍で外部との接触禁止になり開けないため、代
わりにビデオメッセージとアテレコアニメのオンライン
アニメ上映会を実施しました。

（クラブ奉仕）
「こんなときだからこそ、つながろう！」を合言葉にオン
ライン化プロジェクトを立ち上げ、4月から理事会と例
会のオンライン化を実現することができました。又、全
国からロータリアンがメーキャップに参加して下さり交
流の輪が、一気に広がりました。

　理事やたくさんの会員の皆さんにはこの1年本当にた
くさん助けていただきましたが、特に清宮幹事とはこの
1年間誰よりも長い時間を一緒に過ごしてきたし、時に
はあきれられることもあったと思いますが、言語化で
きない想いまできちんと汲み取っていただいてサポート
してくれた清宮幹事と一緒でなければここまで辿り着
けなかったということで本当に感謝しております。



清宮幹事挨拶
　我々の答えは先程のサプラ
イズ動画です。会長のリー
ダーシップの下に私達は一つ
のチームになれたと思います。
　私が幹事を引き受ける際、
石原幹事に「幹事は、会長に泥を被せるな」とすごく
言われ、心に置いていたが、会長がどんどん泥の方へ
突進してしまった挙句に自分できらきら輝いて、今他ク
ラブの会長からすごく崇拝されている状態です。
　この後を引き継ぐすごい地味な私はいったいどうし
たらいいんだろうと思っています。
　オンライン化は3月に福元会長が言い出し、私は、「4
月はしなくて、7月になったらすれば」と思っていたら、
「やろうよ」と言われ、しようがないからチームで取り
組んでいたらやれてしまい、その後福元会長は他クラ
ブのオンライン化の指導をガバナー補佐から頼まれてオ
ンラインに慣れない他クラブの会長・幹事について練
習日を何度も設定して指導と叱咤激励、懇切丁寧に教
えて続けて本当にすごいなと思いました。
　又、コロナ対応でも、会員のお弁当を医療機関に届
ける方針を立て、ここにある、ここに連絡するなど会長
ご本人がどんどん関係に深入りしてとりまとめてやって
しまう姿が素晴らしかった。
　来期は皆さんと共に福元会長の残した種を膨らませ
て大きくしていきたいなと思います。

黒岩副会長挨拶
　会長は私達にいつも何かできないかなと問いかけて
下さって、チームを作り、物を送るだけでなく必ずメッ
セージシールを3種類添えていたのが素晴らしかった
です。
　本当にありがとうございました。
� （要約文責　宮下）

開始（海渡千佳会員組織委員長）
　皆様　オンライン例会10回目を開催させていただき
ます。
（ご案内）
・表示名の漢字表記をお願い致します。
・お食事をしながらのご参加は問題ございません。
・ �例会中、画面から離席される場合、ビデオのオフを
お願い致します。

・ �例会の様子を記録用に録画させて頂きますので、予
め個人情報の許諾をお願い致します。

ロータリーソング（君が代）

ゲスト発表（安原良昭SAA委員長）
　今日のお客様はお二人です。
　　中央大学ローターアクト会長　　　有路幹太　様
　　同　　　　　　　　　直前会長　中谷悠人　様

幹事報告（高橋肇幹事）
（本日の理事会）
・ �退会7名（清水みほ会員、小磯優子
会員、宇野悟史会員、前川恵会員、
高橋辰三会員、山本恭子会員、甘
糟裕子会員）

・新規休会2名（秋葉良子会員、原川雅貴子会員）
・ �継続休会3名（江蘇萍会員、松島正和会員、三木
慶子会員）

・佐藤幸子会員は休会から復会されました。
・�7月20日対面例会で、太田一彦新会員、池内純人
新会員及び大石由梨枝新会員の入会式を挙行予定
です。
・�中央大学ローターアクトについて、当クラブが今期か
ら東京中央RCと共同提唱のスポンサークラブとな
ることが決まりました。

・�本年11月21日から23日まで地区のRYLA（Rotary�
Youth�Leadership�Awards、ロータリー青少年指
導者養成プログラム）が国立オリンピック記念青少
年総合センターで開かれます。地区内の18歳から30
歳までの青少年40名の受講生を公募中です。適任
者に心当たりのある会員は事務局へご連絡下さい。

◀︎左から順に
　安原会員
　有路様
　中谷様

� 例会報告  第778回  2020年7月6日（月）
	 オンライン例会

接続会員数33名+メーキャップ0名
（正会員58名-休会5名）

出席率 62.26%



7月のハッピーバースデイ
栗原里央子会員（1日）、かづきれいこ会員（2日）、
金子健彦会員（10日）、坂口美代子名誉会員（16日）、
白坂亜紀会員（20日）、白水真子会員（22日）、
後藤啓二会員（30日）
（プレゼントは追って送付となります）

卓話者ご推薦のお願い（海渡千佳会員組織委員長）
　今年度はオンライン例会と対面例会の両方の実施が
ありますので、卓話者のご推薦にあたってオンラインで
も可能かどうかご確認下さい。又、対面例会の予定も
諸般の事情でオンラインに切り換わることもありますの
で、お含みおき下さい。詳しくは別途プログラム委員
長からメールを差し上げますのでよろしくお願いいたし
ます。

グループセッション
　（10分間、各グループに分かれてトークセッション）

中央大学ローターアクト今年度会長ご挨拶�
（有路幹太様）
　今年度から貴クラブが共同提唱して下さるとのこと
で大変感謝しています。
　育成園の活動が中央新RCとの関係では大きかった
ので、今後はもっと主体的に参加できるように仲を深
めつつ活動を進化させていきたいと思っています。ど
うぞよろしくお願いいたします。

清宮普美代新会長　所信表明
【プロフィール】
・ジョージワシントン大学大学院　人材開発学修士
東京女子大学文理学部心理学科卒業後、毎日コミュ
ニケーションズ（現：マイナビ）にて事業企画や人事
調査などに責任者として携わり、その後米へ留学。
ジョージワシントン大学大学院では、マイケル・J・マー
コード教授の指導のもと、日本組織へのアクション
ラーニング導入についての調査・研究を重ねる。
外資系金融人事責任者、社長室長を経て、人・組織
の成長と学習する組織、社会を生み出す機会を提供
したいと2003年ラーニングデザインセンターを設立。
また、続いてALコーチ養成講座を開始。
・�現在まで世界に10人の公認マスターALコーチとし
て、認定ALコーチを1000人以上養成。
数々の企業がALを導入、その効果を体感
大学教育の現場で認定学生ALコーチが輩出（立教
大、早大、京都教育大、甲南女子大他）
・ �翻訳著書に「実践アクションラーニング入門」（ダイ
ヤモンド社）、マイケル・J・マーコード著。著書に、『質
問会議』（PHP研究所2008年）、『「チーム脳」のつ
くり方』（WAVE出版2009年）、『対話流』（三省堂
2009年）、『20代で身につけたい質問力』（中経出

版2011年）などがある。
・ �ODネットワークジャパン理事　ジョージワシントン
大学大学院　人材開発学修士

・�株式会社YBT（北海道湧別町の地域商社）代表取
締役

（アクションラーニングの紹介）
・�Action�Learningは、現実の課題をグループで解決
するなかで個人とチームを育成するものです。
2000年　�ジョージワシントン大　大学院でマーコー

ド教授のアクションラーニングに出会う。
2003年　�株式会社ラーニングデザインセンター　�

設立
2006年　�NPO法人　日本アクションラーニング協

会設立
・アクションラーニングとは、
学習する力＝成長する力、変容する力
（変容を強いられるのではなくそれを楽しむことがで
きる力）

・�認知の変容と人としての成長を目指して、対話とリフ
レクションを続けるもの。

（keynote�speech）
・いまの危機状況
COVID-19　有効薬・ワクチンのない世界で、確率
論ではなく「ゼロワン」withコロナの中で道を探す
必要があります。
対面での例会を否定するものではありませんが、
withコロナでは新しいつながり方が必要になるので
はないでしょうか？

・�RI会長ホルガー　クナーク（Holger�Knaack）はRI
のテーマについて以下のように述べています。
「ロータリーは機会の扉を開く」
「時間は私たちのために、スローダウンしてくれません
より強く、適用力を高め、中核的価値観により沿っ
たロータリーとなるのです
ロータリーは変わらなければなりませんし、必ず変
わります。古き良きロータリアンでなくなったと文句
をいうロータリアン仲間がいたとしても、変らなけれ
ばならないのです。
新クラブのモデルを作り、ロータリー会員であること
の意味を考えなおすことです。
Let’s� take�the�opportunity�now�to�make�rotary�
ready�for�the�future
Don’t�waste�the�opportunity�
Everything�we�do�open�another�opportunity� for�
someone�somewhere」

・�2750地区福原有一ガバナーは、「バリアフリーマイン
ド～相手と同じ視線にたつ～」を地区テーマとし、
「opportunity」を、
①　活動の「デジタル化」の機会



宮下 文夫・小堀 　彰・山田 桂子 
白坂 亜紀・須永 珠代・川口 惠 
池内 純人・諏訪 智美

クラブ週報
編 集 担 当

②　「いままで通り」を再検討する機会
③　青少年の方々に「学べる」機会
と解釈されています。

・未曽有の危機　VS　素晴らしい機会
私は、現在の未曽有の危機の下で、当クラブでもも
う7名の退会者が出ている状態ですが、ただ逆に言
うと素晴らしい機会であるととらえている人たちも多
い中で、その機会って何なんだろうということを考え
ていきたいので、新しい扉をどんどん開くために、今
まで開いたことのない扉を押してみる必要があるの
で、クラブテーマを「ロータリーは新しい扉を開く」
（Open�the�Next�New�Door,�Next�to�You）としま
した。

・�ロータリーとは何か、「集うことの力」について原点
に立ち返り、いまだからこそ対面にもオンラインにも
通じるクラブとしての「新しいモデル」を作っていく
挑戦をしていきたいと思います。

・�「行動する」ためにまず、奉仕プロジェクトを立ち上
げましょう。
私たちだからこその多様性を体現する、子どもたち
の未来をまもる、女性のリーダーシップを育成する、
“well-Being”でいること、この時代を一緒に生きる
ロータリアン仲間と共に新しいプロジェクトを立ち上
げていきましょう。

・�この未曽有の危機の下で、昨年度は福元会長という
素晴らしいリーダーがいたのでその下で幹事として
はきちんとやれていたと思いますが、今年度会長に
収まってきちんとやれるか分からない状態です。

・ �今年このような危機下で私がやっていく意味は新し
いモデルを作っていくことを目標として、なぜ私なの
か、なぜ私たちなのかを考えながら、手探りで一歩
一歩進めていくことだと思っています。

不手際もありましたが、ご清聴ありがとうございました。
（要約文責　宮下）

清宮普美代会長� 新しい年度が始まります。
� 緊張と期待。
� みなさま、ご一緒に楽しい一年を。
福元智子前会長� 清宮会長　高橋幹事　ご就任おめでとう

ございます！
� 中期計画の2年目、チームを作り次はチー

ムを大きくしていきましょう！清宮流イノベー
ション、期待しています！！

秋 葉良子 会員� 時枝様
� 時枝ガバナー補佐に御就任おめでとうご

ざいます‼
� お役の重さは、大変なものがあるかと思

いますが、沈着冷静な時枝さんなら、充
分乗り切っていかれると思います。

� 応援しています‼
� 清宮会長、高橋幹事
� 本日より新しいスタート、おめでとうござい

ます。
� 厳しい時代のスタートとなりましたが、一

年、宜しくお願い致します。
石川和 子 会員� 新年度がスタートしました。
� 清宮会長　高橋幹事1年間どうぞよろしく

お願いいたします。
� みんなでサポートいたしましょう！！
伊藤知佳子会員� 清宮会長　大変な1年ですが清宮会長ら

しさで今年も1年乗り切りましょう！応援して
います。

上田美 帆 会員� 清宮会長、高橋幹事。コロナ禍での新
年度スタートで大変なことも多いかと思い
ますが、中央新らしく新しい時代を駆け抜
けることができるようリーダーシップを期待し
ています！

� どうぞよろしくお願いいたします。
上 野由美 会員� 清宮会長と高橋幹事、コロナ感染がまた、

増加し、大変な時期の幕開けとなりました
が、お二人のパワーとアイデアで更に充
実したクラブになること、間違い無し‼

大盛敬子 会員� 新年度、清宮会長様、会員の皆様、こ
の一年どうぞ宜しくお願い申し上げます、
ニコニコします。

岡田敏 江 会員� 清宮会長　高橋幹事大変な時期ですが
1年間よろしくお願い申し上げます。皆様
で新会長幹事盛り上げましょう！

曽根 章 乃 会員� 今日から、清宮年度。みんなで、チカラを、
だしあいましょう。

辻喜代子 会員� 清宮会長　高橋幹事1年間よろしくお願
いいたします。

野呂洋 子 会員� 清宮会長、これから1年、多くの変化が
起きると思いますが、一緒に頑張りましょう。

� 無理せず、周りを見ながらご一緒させて
いただきます。

にこにこ合計36,241円 /今期累計36,241円


