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本日のプログラム
　お祝い行事
　「年始挨拶」藤井一也 会長

1月18日のプログラム
　「新年特別例会」　
　（於　アークホテル岡山）

あけましておめでとうございます
初心に戻って後半戦もがんばりましょう

 会長　藤井一也　

2017−18年度岡山東 RC の事業成就祈願（岡山神社にて　2017.7.1）



例会報告（12/14）

出席報告
会員数　99名（内出席免除者13名）
出席者　76名（内出席免除者出席12名）
出席率　77.55％（前々回訂正後出席率90.91％）
ビジター　０名

会長挨拶・報告
　皆様，こんにちは。
　今週の火曜日からすっかり寒くなり冬になりましたが，いかがお過ごしでしょうか？
　私は本日の週報に掲載されている様に，写友「輪影」の忘年会と第35回旭川荘医療福祉学会にお邪魔を
してきました。多くの事例報告がなされ，皆様の真剣な発表に聞き入っておりました。開始９分でベルが
なり，その後３分後にもう一度ベルがなって終了という形の研究発表でした。岡山東 RC 賞に輝いた方には
卓話においでいただこうと思っておりますので，楽しみにしておいてください。
　12月10日には，「末長範彦ガバナーエレクト国際協議会ご出席壮行会並びに松本祐二パストガバナー国際
大会 S.A.A. ご出席壮行会」に出席してまいりました。出席者も次期何某という方々とご一緒だったので，
新しい年度の始まりなのだなと感じ，先が見えてきたようでした。出席していた同期の会長達も気楽なよ
うでした。
　しかし，岡山東 RC は違います！　まだまだ重要な事業もたくさんあり，気を抜けば失敗します。理事な
らびに役員，委員長の皆様，「楽しもうロータリー，深めよう友情の輪」のごとく，メリハリをつけてあと
半年余り，楽しんで職務を共に全うしましょう。よろしくお願いいたします。
　昨日の社会奉仕委員会主催の事業である「旭川荘クリスマスコンサート，並びに座学講座」はとてもよ
かったです。出席された会員各位はもちろんのこと，旭川荘の皆様も就実高等学校吹奏楽部の皆様も良い
体験ができたと喜んでおりました。寒い中，皆様ご苦労さまでした。

幹事報告
１．先日12月10日（日），ホテルグランヴィア岡山に於いて，末長範彦 ガバナーエレクト主催の次期地区

行事等が開催されました。　①第１回次期ガバナー補佐会に，荒川謙三次期ガバナー補佐が出席いた
しました。　②次期クラブ R 財団委員長研修会・地区補助金管理セミナーに，舟橋弘晃 次期会長，
内山淳 次期幹事，福武義修 次期 R 財団委員長が出席いたしました。また，そのなかで前年度石原彰
二 青少年奉仕委員長も出席され，奉仕プロジェクトの事例発表をおこないました。　③末長範彦 地
区ガバナーエレクト国際協議会ご出席壮行会，並びに松本祐二 パストガバナー国際大会 S.A.A. ご出
席壮行会に，鳥居滋 パストガバナー，荒川謙三 次期ガバナー補佐，藤井一也 会長，舟橋弘晃 次期
会長，内山淳 次期幹事，幹事冨岡が出席いたしました。

２．次週12月21日（木），「年末家族特別例会」を岡山プラザホテルに於いて，18時30分より開催いたしま
す。なお，お昼の例会はございません。お間違えのないよう，よろしくお願いいたします。なお，
委員会報告に於いて，三垣日出人親睦活動委員長より詳細な説明がございます。

３．12月28日（木），また来年１月４日（木）の例会は，定款第８条第１節により休会となっております。
来年は１月11日（木）12時30分からの通常例会となっております。

４．本日，第３回クラブフォーラムのご案内をポスティングしております。開催は2018年１月25日（木）
18時30分より岡山プラザホテルに於いて開催予定です。なお，テーマ等が変更となっておりますの
で，ご確認の程よろしくお願いいたします。

５．本日，「2016－2017年度 年報」をポスティングしております。ご確認の程よろしくお願いいたしま
す。

６．新天地育児院より届いております広報誌「新天地だより」をポスティングしております。ご確認の
程よろしくお願いいたします。

７．12月11日（月）県南17RC 幹事会が開催され，出席してまいりました。
８．他クラブ週報を回覧いたします。

お 食 事
カップスープ，牛ロースステーキ サラダ
添え マスタード入りデミグラスソース，
サラダ，ライス，デミコーヒー



新会員へのバナー贈呈
　国際ロータリー第2690地区2017－18年度ガバナー池上正様
よりバナーが届いており，藤井一也会長より新会員の寺坂幸
治会員と奥野一三会員へバナーの贈呈が行われました。

委員会報告
●親睦活動委員会　三垣日出人 委員長
　ハワイ帰りの三垣でございます。ホノルルマラソンに末藤副委員長と参加してきましたが，無事にこう
やって皆さんの前に立っております。来週，年末家族特別例会を開催します。ここプラザホテルで18時30
分からですが，家族でのお写真等がありますのでなるべく早めにお越しいただいて，順に家族写真を撮っ
ていただけたらと思います。また年明けて，１月18日（木），新年特別例会をアークホテル岡山で開催しま
す。どちらとも夜間例会なのでお間違いないようにお願いします。

●前年度会報委員会　神田豪 委員長
　先ほど会長報告にもありましたが，去年の年報をポスティングさせていただきました。これにて前年度
会報委員会の業務はすべて終了しました。ご協力いただいた皆さんどうもありがとうございました。

●囲碁同好会　弘中環 会員
　１月20日（土）14時からアークホテル岡山で第２回囲碁同好会を開催します。その後，新年会を予定して
おります。尚，ポスティングはさせていただいてませんが，同好会会員の方にはメールもしくは FAX でご
案内をさせていただきます。

●広報委員会　堀善直 委員長
 「ロータリーの友」12月号　主要記事のご案内
　（横組み）
　　特集「続けることで，見えてくること 奉仕活動に見る時代の移り変わり」（７ページ〜）
　　特集「日本から命を守る 新しいカタチ」（14ページ〜）
　　「ロータリアンから子どもたちへのプレゼント」（20ページ〜）
　　バギオ基金が広げる奉仕活動（24ページ）
　（縦組み）　
　　「人はがんとどう向き合うのか？」（４ページ〜）
　　クラブを訪ねて「奈良大宮ロータリークラブ」（９ページ〜）
　　卓話の広場
　　私の一冊「知覧 いのちの物語」「経済成長主義への決別」（20ページ〜）

●スマイル●
藤井 昨日の旭川荘のクリスマスコンサート寒い中参加いただいた皆様ありがとうございまし

た。就実高校吹奏楽の皆様，旭川荘の皆様，RC の皆様，参加者全員の方々に何か胸に
残った物があると思います。社会奉仕委員会の皆様お疲れ様でした。

田中徹（写友「輪影」賛助会員）　　先日の写友「輪影」の忘年会ではありがとうございました。
坪井 昨夜，卒寿の祝いをいたしました。この90年，戦中・戦後そして現在の経済の発展を見

ることができたのは，50年間ロータリークラブが大きく成長させてくれたお陰と思いま
す。これから100歳を目指して生きていこうと思います。

糸島 池田先生ようこそ。よろしくお願いします。
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石井 歴史と伝統に輝く写友「輪影」で本年度津嶋賞を受賞しました。ゴルフで言えばシング
ルちょい前の腕前です。ゴルフもてっぺん目指して頑張ります。

荒川 済生会 健診センター長　池田先生，本日の卓話ありがとうございます。会員の健康のた
めによろしくお願いいたします。

齊藤（博） 先週の日曜日に物心共に豊かになることがあり，いみじくもロマンを感じました。心ば
かりスマイルします。

舟橋 12月10日に福武次期ロータリー財団委員長と内山淳副幹事とで次期クラブロータリー財
団委員長研修会に参加させていただきました。ご両人お疲れさまでした。鳥居パスト会
長，石原昨年度青少年奉仕委員長の講演や荒川次期ガバナー補佐など，岡山東 RC のプ
レゼンスが高い会でした。また，誕生日のプレゼントありがとうございました。阿部さ
んのご冥福をお祈り申し上げます。

藤岡 ①先般，写真同好会の忘年会に私達新入会員の招待があり，ありがとうございました。
その時のビンゴでシクラメンのお土産もいただき，女房共々喜んでおります。　②昨日，
社会奉仕委員会の企画で旭川荘でのクリスマスコンサートがあり出席しました。素晴ら
しい企画に感動しました。寒い中ありがとう。ご苦労様でした。その時，就実高校の吹
奏楽部の生徒さんの演奏を聴き，身ぶるいする程感動し，涙が止まらない程でした。旭
川荘での体験も初めてで看護のご苦労も理解できました。

冨岡 渡邊修司委員長はじめ，社会奉仕委員会の皆様には，昨日12月13日（水）開催「旭川荘ク
リスマスコンサート，並びに座学講座」のお世話をいただきありがとうございました。
来年早春に予定しております「旭川荘への梅植樹」事業も楽しみにしております。

内山（淳） ①今年も写友「輪影」の忘年会では，山田会員ご夫妻に大変お世話になりました。　②昨
日の旭川荘クリスマスコンサート事業では渡邊社会奉仕委員長をはじめ皆様にお世話にな
りました。　③岡山済生会総合病院　池田様，健康に関する卓話を楽しみにしています。

三垣 ①写友「輪影」では，山田さん，糸島さん，武さん他，多勢の方にお世話になりました。 
②年末家族特別例会，新年特別例会よろしくお願いします。　③大変お騒がせしました
が，末藤さんと二人ホノルルマラソン完走しました。第45回目だったので50回目もチャ
レンジできたらな〜。

大澤 済生会病院 健診センター長　池田先生，本日はよろしくお願いします。新しい健診セン
ターの宣伝もお願いします。私は，都合で先生の御紹介の後早退いたします。申し訳あ
りません。

渡邊（修） 昨日の社会奉仕事業　旭川荘クリスマスコンサートには，多数の会員の皆様にご参加い
ただきましてありがとうございました。神田副委員長をはじめとする社会奉仕委員会の
皆様，また寒い中駐車場の案内をしていただいた親睦活動委員会の方々には大変お世話
になりました。皆さんに喜んでいただき，心温まる会ができました。感謝感謝です。

諸國 池田先生，お久しぶりです。本日の卓話楽しみにしています。池田先生は私の同期の優
秀な医師です。

小橋 ①渡邊社会奉仕委員長昨日はお疲れさまでした。元気をいただける良い事業でした。 
②石井パスト会長，髙藤さん，先週はお世話になりました。楽しかったです。　③眞殿さ
ん，ワインありがとうございました。おいしかったです。

堀 先日，古武道祭に行ってきました。大河原会員の初實剣理方一流を見ました。大河原会
員が「巻きわら」を真剣にて一刀両断。すてきです。ぜひみなさんも古武道祭に行って
見てください。

山田 ①「輪影」忘年会でご利用いただきありがとうございました。　②家内が藤岡さんにお礼
を言っといてとのことです。

武 12月７日写友「輪影」の忘年会が36名のご出席で盛下に催すことができました。山田ご
夫妻，佐藤，松本両幹事に大変お世話になりました。石井さん栄えある津嶋賞の受賞お
めでとうございます。

若林 ①神田会報直前委員長，「年報」作成ご苦労様でした。　②写友「輪影」忘年会でシンビ
ジュームありがとうございました。山田さんご夫妻には大変お世話になりました。

菅野 ①社会奉仕事業にてバス，トラックのご利用ありがとうございました。　②冨谷さん先日



「疾病予防と治療月間にちなんで」
岡山済生会総合病院　健診センター長

池田修二 様

12月14日のプログラム

　本日は疾病予防としての最近の健康診断についてお話ししたいと思います。岡
山県の死亡統計では，死因のトップは悪性腫瘍です。２位は心疾患。３位は肺炎，
４位は脳血管疾患です。ここから健診の第一の目標は「がん」の早期発見と言え
ます。また，２位と４位の原因の一つとなるメタボリックシンドロームの発見と
対処がもう一つの大切な目的になります。
　まずがん検診ですが，検診の方法も徐々に変化してきています。市町村の行う
地域の健診では，胃がん検診は従来胃透視一辺倒でしたが，昨年から内視鏡健診
も認められました。また対象は以前は40歳以上毎年でしたが，50歳以上，２年に
１回となりました。これは日本人の胃がんの99% がピロリ菌に関連しており，感
染率の高くなる50歳以上に的を絞った結果です。こうした検査を受けて「精密検査」を指示された時は必
ず精査を受けることも大切です。
　がんの予防が可能か？　という問題は難問ですが，部分的には可能です。例えば女性の子宮頸がんはパ
ピローマウイルスによりますが，すでにウイルスに対するワクチンが実用化されています。たばこによる
肺がんは疫学的には完全に証明されており禁煙や新規の喫煙をなくすことが国際的に推進されています。
また近年増加している大腸がんは「過体重」「運動不足」が明らかな促進因子とされています。

は大変お世話になりました。
井上（英） 昨日は大変お世話になりました。すばらしいコンサートになり，みんな大変よろこんで

おりました。ありがとうございました。
友野 渡邊社会奉仕委員長はじめ，社会奉仕委員会の皆さん，昨日は大変有意義な奉仕事業を

催していただきお疲れ様でした，感動しました。
石原 ①先日の月曜日，地区補助金セミナーで昨年度の青少年奉仕事業の事例発表をして来ま

した。終ってやれやれです。　②猿の会，西大寺会の皆さんありがとうございました。
大河原 12月10日古武道祭が終りました。その際，大変多くの人に御協力いただきありがとうご

ざいました。
弘中 昨日は，坪井パスト会長，更井パスト会長等，皆様にご利用いただきありがとうござい

ました。
末藤 ホノルルマラソン無事完走出来ました！　No Rain, No Rainbow「雨も降らなければ虹もか

からない。」の言葉に感銘をし，高齢で完走される方の多さにおどろき，癌闘病の車椅子
で完走された方の I am happy の叫び，見ず知らずの方の Good Job の声援，沢山の感動
をいただきました。感謝です。本日，仕事のため例会欠席します。申し訳ございません。

辻 山田様，松本様，佐藤様，先週は大変お世話になりました。鴨鍋にビンゴ大会と楽しい
時間をいただきありがとうございました。

土岩 岡山県が主催する新事業計画のプレゼン発表で優勝することができました。これも，岡
山東 RC でイニシエーションスピーチやカラオケで精神を鍛えてもらったおかげです。
ありがとうございました。

寺坂 昨日の「旭川荘クリスマスコンサート，並びに座学講座」は素晴らしかったです。就実
高校吹奏楽部の生演奏に感動しました。社会奉仕委員会の皆様大変お世話になりありが
とうございました。

奥野 12月13日旭川荘クリスマスコンサート，とても感動的な行事でした。渡邊社会奉仕委員
長はじめ皆様ありがとうございました。子供の恩師や幼なじみにも会え，いい一日でし
た。

貝原 先日の写友「輪影」の忘年会では山田さん大変お世話になりました。それから日曜日に
家族で温泉に行ってきました。横手さんお世話になりました。

 32件　196,000円



　一方メタボリックシンドロームは高血圧，高血糖などの危険因子の集積が心筋梗塞や脳梗塞を増やし，
中でも内臓脂肪の蓄積がその元凶であるという理論の元，該当者を見つけ出し，しっかり保健指導をする
というのがセットになった健診です。「特定保健指導」と言われ，「積極的支援」を支持されたら半年間に
わたって指導を受けて結果を出すというところまで計算された検診です。徐々に効果の一部は報告されて
います。
　健診を受けるだけで健康になるわけではありません。結果のフィードバックと行動の変容こそが大切で
はないかと思います。

第５回ゴルフ同好会（12/23）
　平成29年12月23日（土・祝日）に倉敷カント
リー倶楽部にて，平成29年打ち納めゴルフ同好
会 第５回例会が開催されました。
　師走の冷え込む時期でありましたが，風も無
く気温も上がり，冬季では絶好のゴルフ日和で
した。ご多忙の中24名が参加され成績結果は，
下記の通りです。
　新年は１月27日（土）岡山ゴルフ倶楽部 帯江
コースにて初打ちです。ご多忙中とは存じます
が，皆様のご参加をお願い申し上げ，ご報告と
させていただきます。
 ［文章・写真提供：末藤達也 親睦活動副委員長］

（第５回例会） OUT IN GROSS HDCP NET
優勝　藤井　一也 会長 49 45  94 20.0 74.0
２位　石井　英行 会員 63 53 116 40.0 76.0
３位　藤岡　千秋 会員 42 39  81  4.0 77.0
ＢＧ　藤岡　千秋 会員 42 39  81  4.0 77.0

1月の月間行事予定 � 職業奉仕月間
例 会 行 事 プ ロ グ ラ ム そ の 他 の 行 事
４日例会休会
11日通常例会

18日特別例会
25日通常例会

・定款第８条第１節による休会
・お祝い行事
・「年始挨拶」藤井一也 会長
・新年特別例会（於　アークホテル岡山）
・「C 型慢性肝炎の最新治療」

岡山済生会総合病院 肝臓病センター長　藤岡真一 様

11日　・第７回理事会

20日　・囲碁同好会（アークホテル岡山）
25日　・第３回クラブフォーラム
27日　・ゴルフ同好会（岡山 GC（帯江））

1月の月間メニュー
４日例会休会
11日通常例会
18日特別例会
25日通常例会

・定款第８条第１節による休会
・幕の内，餅入り吸物
・新年特別例会（於　アークホテル岡山）
・ （下町メニュー（親子丼定食））親子丼，小鉢（魚の南蛮漬け），味噌汁，漬物，フルーツ，デミ

コーヒー

優勝　藤井一也 会長 ２位　石井英行 会員 ３位　藤岡千秋 会員 BG　藤岡千秋 会員



　阿部英夫会員は2017年（平成29年）12月11日（月）ご逝去されました（享年76歳）。
生前のご遺徳を偲び謹んで哀悼の意を表しますとともに，心よりご冥福をお祈り
申し上げます。

●ロータリー歴
　1995年（平成7年）11月2日入会
　2000年〜2001年　広報委員長
　2003年〜2004年　米山記念奨学会委員長
　2006年〜2007年　出席委員長
　2008年〜2009年　副幹事
　2009年〜2010年　幹事

●弔文
良き友を偲んで
� 岡山東ロータリークラブ　菅野正則　　
　平成29年12月11日の正午ごろ，髙藤会員から阿部さんが亡くなった，と連絡をもらいびっくりいたしま
した。
　12月７日の例会後，髙藤・北村・池田・菅野の４人でお見舞いに行ったのですが，残念ながら面会する
ことができませんでした。
　最後に面会したのは，亡くなる15日ほど前でした。その時阿部さんは12月８日に新しくメンズのお店が
オープンするので，それを見届けるまでは元気でいたいと言われたので，そんな弱気な事を言わず病気に
打ち克って欲しいと励ましました。
　しかし，念願の新店舗オープンを見届けたかのように旅立たれました。
　本当に悲しくて，残念でなりません。私にとって阿部さんはロータリークラブでは，大先輩でした。６
年ほど前から食事やゴルフをご一緒していただく機会が多く，色々な事を教えて頂き，大変勉強になりま
した。

　阿部さんは優しい方でしたが，その反面頑固な一面もあり驚いた事があります。あるコンペ（毎月第三水
曜日）での事，桃の郷の IN コース４番ホールのグリーン上で，同伴者の方の一言が気に障ったらしく，突
然急用ができたので帰りますと言って，ご自身のバッグを担いで５番ホール近くからお帰りになると言う
事がありました。
　いつも優しい方だっただけに，短気な一面もあるのだとびっくりしたのを，今でもよく思い出します。

　素敵でダンディーなおじさんでした。まだまだ一緒に遊んでほしかった，本当に良き友でした。急逝さ
れた事は残念でなりません。
　阿部さん本当に長い間ありがとう。ご冥福を心よりお祈り申し上げます。

●ロータリー財団表彰
　 第２回マルチプル・ポール・ハ

リス・フェロー

●米山記念奨学会表彰
　第２回米山功労者　マルチプル

阿部　英夫 会員訃　報�

在りし日の故人を偲んで

幹事の任を終えて丹羽パスト会長と握手（2010年６月） 2009〜2010年度 理事・役員・委員長慰労会（2010年６月）



社会奉仕事業
旭川荘クリスマスコンサート，
並びに座学講座（12/13）特集

　12月13日（水）14時から旭川荘にて社会奉仕事業「旭川荘クリスマスコンサート，並びに座学講座」
が開催されました。岡山東 RC からは会員25名とご夫人２名を含む総勢27名での参加となりました。
　サンタクロースに扮した藤井一也会長，社会福祉法人旭川荘 理事長 末光茂様の挨拶の後，藤井会
長より乳児院の子どもさんへプレゼントの贈呈を行いました。また14時30分からは就実高等学校吹
奏楽部による生演奏が始まり，「ジングルベル」「アンパンマンのマーチ」「ふるさと」等，吹奏楽部
の迫力のある演奏に，会場の皆さんも感動し，最後にはアンコールも起きました。
　演奏後には，旭川荘療育・医療センター 支援副部長の小豆忠博様による講話「重症心身障害を抱
える方の生活」を就実高校の生徒と一緒に聴き，その後，病棟見学を行いました。
　旭川荘入所者の方々，就実高等学校の高校生，そして RC メンバーと，音楽を通してあたたかい
交流ができました。
　渡邊修司社会奉仕委員長をはじめとする社会奉仕委員会の皆様，そして旭川荘の皆様に厚く御礼
申し上げます。

●クリスマスコンサート 就実高等学校吹奏楽部の生演奏

サンタクロースに扮した
藤井一也 会長の挨拶

就実高等学校吹奏楽部顧問
小林巧 先生

末光茂 旭川荘理事長の挨拶 乳児院の子どもさんへ
プレゼントの贈呈



演奏を聴く会員の皆さん 生徒と一緒に歌う藤井一也 会長

講話 小豆忠博 様 講話風景

●講話「重症心身障害を抱える方の生活」 旭川荘療育・医療センター 支援副部長　小豆忠博 様

司会の神田豪 社会奉仕副委員長 渡邊修司 社会奉仕委員長 藤岡千秋 副会長の閉会挨拶

運営にご協力ありがとうございました

●施設見学



新会員のみなさんの挨拶

2017.12.21　第2360例会

2017年　岡山東ロータリークラブ

年  末  家  族  会
（於　岡山プラザホテル）

　12月21日（木）18時30分より岡山プラザホテルに於
いて，ご家族を含め総勢217名が出席して「年末家族
特別例会」が開催されました。
　今年はサンタに扮した藤井会長から子どもたちへ
のプレゼント贈呈から始まり，ショウコさん山科さ
んによるクリスマスソングショー，ミスターチョッ
プリンによるマジックショーなど，三垣日出人親睦
活動委員長をはじめとする，親睦活動委員会の皆さ
んの趣向を凝らした運営により，楽しく大いに盛り上がった年末家族特別例会となりました。

藤井会長挨拶
　皆様，こんばんは。
　12月に入り，寒さも厳しくなりましたが，いかがお過ごしでしょうか？
　本日は，年末家族特別例会に多くの会員，ご家族の方々にご出席を賜り，ありがとうございます。総勢
217名ものご参加をいただいております。
　本年度も７月の納涼特別例会において社交ダンスを披露させていただいてから，半年が経ちました。秋
の親睦旅行では大阪へ劇団四季の「キャッツ」と吉本新喜劇を見に60名ものご参加をいただきました。
　来年には当初の予定とは多少日程が変更となりましたが，６月１日（金）から６月３日（日）まで，北海道
へ親睦旅行に行く予定です。そして，６月21日（木）にはチャーターナイト記念特別例会を予定しておりま
すので，是非また多くの皆様のご参加をお願いいたします。
　この後，三垣親睦活動委員長よりご挨拶がありますが，本年度の年末家族特別例会は例年と多少内容を
変えております。今年最後の例会です。短い時間ではございますが，本年度の会長方針であります「楽し
もうロータリー，深めよう友情の輪」のごとく，皆様，大いに楽しんでください。
　そして，少し早いですが，メリークリスマス！！

出席報告
　会員数　99名（内出席免除者13名）
　出席者　96名（内出席免除者出席12名）
　出席率　97.96％（前々回訂正後出席率91.92％）
　ご家族　121名

藤井一也 会長の挨拶

奥野一三 会員

岩田冨士夫 会員

齊藤博臣 直前会長の乾杯挨拶

松永光弘 会員

平井真也 会員

全員で「奉仕の理想」の斉唱

田中秀明 会員

寺坂幸治 会員



藤井サンタから子どもたちへ
プレゼントを贈呈

藤坂浩匡 会員の
名司会

三垣日出人 親睦活動
委員長の挨拶

藤岡千秋 副会長の
閉会挨拶

お世話になった親睦活動委員会の皆さん

あつあつのたこ焼きもあるよ！ 華伝座のカクテルをどうぞ 子どもたちに大人気のふわふわ

ミスターチョップリンによるマジックショー

サンタの藤井会長と
トナカイの冨岡幹事

ショウコさんの歌と山科さんのピアノによる
クリスマスソングショー

最後はみんなで「手に手つないで」の大合唱







［写真提供：村松太 会員］


