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第１１２２回例会プログラム
2010 年 7 月８日（木）
点鐘・・・・・・・・・・・・・・・・ 江中会長
ロータリーソング

・・・・「奉仕の理想」
ソングリーダー ： 生駒昌太郎さん

ビジター・ゲスト紹介・・・親睦委員会
祝賀者・・・・・・・・・・・・・・誕生日

今井直廣さん（８日） 倉知英行さん（９日）

会長報告・・・・・・・・・・・ 江中会長
委員会報告・・・・・・・・・ 各委員会・同好会
幹事報告・・・・・・・・・・・ 片岡幹事
ニコニコ発表・・・・・・・・ SAA
卓話・・・・・・・・・・・・・・・ 「参院選挙とその後の政局を大胆に占う」 中静敬一郎様
次週予告・・・・・・・・・・・ プログラム委員会

入会式

入会式

（長尾隆義さん）

（岩垂 毅さん）

第 1121 回例会報告
2010 年 7 月 1 日（木）

・

会員数
60 名 （対象）59 名
当日出席数
48 名（81.36%）
（76.56%）
前回修正出席率

・

●2009～2010 年度

ビジター
Mr. & Mrs. Stuflesser さん（ITALY RC 2060）
星野敏夫さん（静岡日本平 RC）
特別ゲスト
Alexis Macias Marin さん（青少年交換受入学生）

一年間皆出席表彰（６月２４日例会）
（後藤出席委員長）

新居英一さん

川手直明さん

新井秀幸さん

倉知英行さん

伊達 幹さん

増田静一さん

江中武久さん

森本正昭さん

後藤守機さん

小野左千夫さん

日野正紀さん

佐々木順一さん

星野勇介さん

里内俊夫さん

飯塚 孝さん

清水庸男さん

生駒昌太郎さん

鈴木康之さん

磯野道造さん

渡辺彰敏さん

春日正好さん

渡邊惠一郎さん

片岡 郷さん

山田 清さん

川合 孝さん

山崎良雅さん

●ニコニコＢＯＸ
本日の合計
累計

１５１，０００円
１５１，０００円

☆ニコニコ大賞（2009～2010 年度）
小野佐千夫さん
幡野 永由さん
沖 正一郎さん
森本 正昭さん

大正 15 年 4 月 14 日生
大正 15 年 10 月 6 日生
大正 15 年 10 月 22 日生
大正 15 年 12 月 1 日生

新居英一さん
今日から一年 SAA をつとめま
す。皆様よろしく
新井秀幸さん
江中会長、片岡幹事、これか
ら一年間期待しております。
浅木幸三さん
江中会長、片岡幹事、いよい
よスタートですね。楽しい 25 周年をお願い致し
ます。
浅野健太郎さん
家内の誕生日にきれいなお
花をいただきました。ありがとうございました。
伊達 幹さん
江中・片岡年度のスタート。楽
しい 25 周年度を期待しています。
江中武久さん
江中会長頑張れ！片岡幹事
頑張れ！会員の皆さん、協力して下さーい！
本人より
後藤守機さん
いよいよ江中・片岡丸のスター
トですね。この一年間がとても楽しく思い出に残
るものとなるよう願っています。
幡野永由さん
江中、片岡丸の出航を祝い、
航路の安全を祈ります。創立 25 周年、元気に
やりませう。
日野正紀さん
いよいよ江中年度の始まり！
楽しい有意義な一年になりますよう、期待してい
ます。
弘田明成さん
江中・片岡年度の船出を祝し
て皆様でハイ、ニコニコ。
飯塚 孝さん
江中年度の出発をお祝いしま
す。楽しいロータリーライフを期待しています。
今井直廣さん
磯野さん、新井さん、おつかれ
様でした。江中さん、片岡さん、よろしくお願い
いたします。

磯部泰一郎さん
熱い夏です！！体調に気を
つけて頑張りましょう！！
磯野道造さん
今日の例会には気楽な気持ち
で出席しています。
亀井 準さん
創立四半世紀、早いですね。
春日正好さん
江中・片岡コンビの歯切れの
よい元気なクラブ運営を期待し、スタートをお祝
いします。いろいろ逆風の強い時代ですが頑張
って下さい。私も頑張ります。
片岡 郷さん
皆様１年間 ヨロシクお願いし
ます。
川合 孝さん
江中会長 片岡幹事、小さくて
大きな一歩に我々も付いて行きます。がんばっ
て下さい。
川手直明さん
江中会長・片岡幹事 いよいよ
ですね。１年間宜しくお願いします。微力ですが
お手伝いさせて頂きます。
北原慎庸さん
新年度江中会長はじめ役員の
皆様よろしくお願いいたします。
倉知英行さん
ニコニコで集められた資金は
新世代委員会、社会奉仕委員会等が企画する
プロジェクトの貴重な財源ですので皆様ご協力
宜しくお願い申し上げます。
増田静一さん
イソノパスト会長はじめとし
て理事、役員、メンバーのみなさんおつかれさ
までした。新年度の門出を祝して。
森本正昭さん
江中年度の花も実もある輝か
しい年であることを祈って。
野崎 聡さん
新体制発足を祝して！
本年度もよろしくお願いします。
岡本 実さん
新年度の最初の日に参加でき
ました。今年度は海外出張をへらし、数多く参
加できると思います。
沖正一郎さん
前回、ヨタヨタ倒れ皆様にお世
話になりました。今年もよろしく。
佐々木順一さん
ロータリー年度は 7 月 1 日に
始まって翌年 6 月 30 日に終わります。7 月 1 日
が木曜日で例会の日とは、25 年間で初めての
経験です。江中会長お目出とう。
清水庸男さん
江中会長１年間よろしくお願い
します。楽しいロータリーを目指しましょう。

鈴木康之さん
江中年度のスタートを祝し、あ
わせて倉知 SAA のニコニコ募金のスタートダッ
シュを祝します。
瀧本 司さん
川合さん総会ありがとうご
ざいました。本日より新年度、理事、役員の
方々よろしくお願いします。頑張ってお手伝
いいたします。
上田正昭さん
江中丸の出航を祝して。
ニコニコ。
宇野 旭さん
「えなかた丸」出航！
ニコニコ！！

渡邊惠一郎さん
江中年度の発足を祝して。
先週、幡野先生お世話になりました。
山崎良雅さん
磯野さん、新井さん、一年間
御苦労様でした。これからはゆっくりと例会
を楽しんでください。江中さん、片岡さん、
頑張りすぎずに頑張って下さい。
横山雅也さん
新年度「いつもニコニコ」楽しい
１年にしていきましょう！
吉岡桂輔さん
江中会長、１年間よろしくお
願いします。倉知さん、SAA がんばって下さ
い。

●1123 回例会予定 [2010 年 7 月 15 日（木）]
祝賀者
卓 話

誕生日

崎山收さん（１６日）

「走って、食べて、ヘルシーライフ」

谷川真理様（後藤さん紹介）

●山の手伝言板
7 月 15 日（木）
7 月 22 日（木）
7 月 26 日（木）
7 月 29 日（木）
8 月 5 日（木）

8 月 12 日（木）
8 月 19 日（木）

山の手俳句の会 14:30～ 八重洲富士屋ホテル 2F「ウィステリア」
二木会 「ストックホルム」 18:30～
卓話 「人生をかえりみて」 幡野会員
山の手西グループ IM 点鐘 18:30
「ハイアット・リージェンシー東京」
“旨い蕎麦を喰らう会“ 18:00～ 桜新町「五大」
ガバナー補佐訪問
臨時総会
クラブ協議会 13:30～ 3F「けやきの間」
お盆休み
ガバナー公式訪問
今週担当 山崎成委員長

東京山の手ロータリークラブ
事務局

〒107-0052 港区赤坂 2-15-7 ミラフローレス赤坂 701
電話 5561-3391 FAX5561-6520
E-mail jm@tokyo-yamanote-rc.gr.jp

例会
会長

毎週木曜日 12:30～13:30
八重洲富士屋ホテル（11 月よりザ・キャピトル東急へ移動）
江中武久

幹事

片岡

郷

会報委員長

山崎

成

事務局員
執行時間

入江浩子
平日 午前 10 時～午後 5 時
（土曜日・日曜日・祝祭日は休み）

