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2012年12月21日　クリスマス家族会（第2650回例会）

開会点鐘

ソング　　　　◎それでこそロータリー

ビジター紹介　◎はまきく会様　9名

宮古ローターアクトクラブ様10名

インターアクトクラブ様　1名

本日の行事　◎クリスマス家族会

出席報告　熊谷力実会員11月中の出席率62．9％

会員数 偬��瑛h��)�B�出席数 偬��越b�鋪酪 
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伊藤会員　今年1年間ありがとうございました。

来年もよろしくお願いします。

及川会員　色々ありがとうございました。

溝田会員　当宮古ホテル沢田屋をご利用いただき

まして本当にありがとうございました。

来年は是非孫二人と一緒に参加したい

と思います。

佐々木（敏）会員　楽しい家族会でした。

摂待会員　遅れました。メリークリスマス。来年も

よろしくお願いします。

中野会員　クリスマス会おめでとう。

花坂会員　今年1年ありがとうございました。今

年は2月に大腸ポリープの手術、9月

には交通事故、10月には大腸出血、11

月には交通事故が元で胸の腫瘍摘出手

術と不健康な1年でした。忘れます。

他、たくさんの会員より『ニココ』を頂きました。ありがとうございました。

i例会の移動i

◎平成25年1月4日の例会は休会となります。

◎1月11日は新年厄祓い例会となります。後日、ご

案内いたします。

皆様、こんばんは。本日はクリスマス家族会で

す。第2650回で、ゴロあわせの良い回です。

メリークリスマスは、「クリスマスおめでとう」

という意味で、イエス・キリストの誕生を祝う日で

すが、日本では季節行事のような非宗教的お祝いに

なっています。

イエス・キリストは約2000年前にユダヤで生ま

れました。アメリカでは80％がキリスト教徒です。

世界三大宗教というと、キリスト教・イスラム教・

仏教ですが、その中でキリスト教が世界で一番信者

が多いそうです。

今夜は、宗教のことは忘れて、酒を楽しみたい

と思います。いつもはロータリークラブのメンバー

ばかりで飲んでいますが、本日は小学生・中学生・

高校生の皆さんがいらっしゃいます。見ただけで気

持ちが若くなったような気がします。それでは皆さ

ん、楽しみましょう。
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