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幹事報告・・・・・・・・・・・ 片岡幹事
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次週予告・・・・・・・・・・・ プログラム委員会

2010 年 8 月 5 日（木）
ガバナー補佐訪問
会員数 62 名（対象） 61 名
当日出席数
42 名（68.85%）
前回修正出席率
（75.41%）

ガバナー補佐 小粥定義さん（東京成城新 RC）
グループ幹事 榎本又郎さん（東京成城新 RC）

河 炅珍さん（米山学友）
金 賢娥さん（米山学友）

●

小粥ガバナー補佐、榎

地域社会委員会（川手委員長）
子どもプロジェクト「土と遊ぶ」開催

本グループ幹事、本日は有難うございま
す。

<種イモ植え>

昨夜は、宇野さん、飯塚

2010 年 9 月 19 日（日）

さん、ありがとうございました。 とても楽

集合 11:00（雨天中止）

しい一時でした。

城田農園（世田谷区喜多見 4-27-12）
<収穫>

暑い暑い中、多忙な夏
を過ごしています。 八月中は何ともいそ

2010 年 11 月 23 日（祝）

がしい！

集合 11:00 （雨天 11/28(日)順延）
城田農園

こう暑くては甲子園球児
たちも大変でしょう。 ニコニコ頑張って下
さい。

●

金さん久しぶりです。
本日の合計

１００，０００円

累計

４１２，１０８円

元気そうでニコニコです。
暑中御見舞申し上げ
ます。体調に気をつけて頑張りましょ
う！！

本日は宜しくお願い致します。
八月になると、10 年勤

今日は本当にあつい。
あつい・・・・・あつい。

務した広島の暑い夏を思い出します。
のお祝いありが
とうございました。
小粥ガバナー補佐、榎
本グループ幹事、暑い中をお世話になり
ます。

小粥ガバナー補佐、本
当に暑い中のご来訪誠にありがとうござ
います。
新しいサイフを買いまし
た。10 年ぶりです。 ニコニコ。

かみさんを愛しています。

8 月 15 日家内の誕生祝

もっと愛し合おうね。

ありがとうございます。 しかし日本国の

米山学友河さん、金さん、

終戦記念日は、私にとっては敗戦記念日

奨学金 1 年間延長して頂きましたので、

のような気がします。

ご両人にとって大変励みになると思いま

先日デジカメを買いまし

す。 江中年度のイベントに成るべく多く

た。今まで子供の写真をあまり撮らなか

参加してもらいます。

ったので、少しは撮ろうかと思っていま

猛暑のなかを今日も出

す。

席できて大変ニコニコ！！

お茶代のおつりです。

長岡の震災復

8 月 12 日に家内も 74 才

興花火大会に行ってきました。地域の皆

になります。私が今 75 才で 9 月 14 日に

さんが元気に活躍されている姿を見て感

76 才になります。10 月 28 日には金婚式

動しました。 小粥ガバナー補佐宜しくお

を迎えます。誕生祝いを含めて金婚式の

願いします。

祝いをどの様にしたものか現在悩んでい
早出の鈴木さん、伊達さ

ます。

ん、春日さんに敬意を表して。

ガバナー補佐、グルー

節分って 2 月 3 日だけと

プ幹事、暑いなかをご苦労様です。

思ってる人は多い。節分とは季節を分け

ガバナー補佐の小粥さ

るという意味で、立春・立夏・立秋・立冬

ん、本日はよろしくお願い申し上げます。

の前日で 1 年に 4 回あり、次の節分は 8
月 7 日立秋の前日、つまりあす 8 月 6 日

●

は節分です。暦の上ではもう秋ということ
になります。
暑中お見舞申上げま
す。

8 月 5 日（木）の臨時総会にて選挙が行
われ、春日正好さん、清水庸男さん、後藤

守機さん、星野勇介さんが選出されました。
従って本年度の会長ノミニー指名特別委員

●宇野 旭会員 勤務先住所等変更

会は、上記 4 名に江中会長、片岡幹事、渡

〒102-0081

邊（惠）エレクトを加えた 7 人で構成されま

千代田区四番町 11-4 四番町ホームズ

す。

TEL ： 03-5210-2882

8 月 19 日（木）例会終了後に委員会を開き

TEL ： 03-5210-2883

ますので、委員の方はご出席願います。

卓 話

「私 の履 歴 書 」

9 月 2 日（木）

9 月 4 日（土）
9 月 9 日（木）
9 月 16 日（木）
9 月 19 日（日）

小野佐千夫会員

卓話 「在日米国人から見た日本」
マーク・シュライバー様（弘田さん紹介）
理事会 13:45～ 5F「あんず・なつめの間」
第 101 回親睦ゴルフ会
本厚木カンツリークラブ 集合 8:30
卓話 「サッカーワールドカップ」 妻木充法様（鈴木さん紹介）
TOGETHERS ミーティング 13:45～ ５Ｆ「あんず・なつめの間」
例会休み（規定１）
山の手俳句の会 14:30～ 2F「ウィステリア」
子供プロジェクト「土と遊ぶ」 種イモ植え 城田農園 集合 11:00

★山の手ロータリーのホームページが 25 周年に合わせてリニューアルしました。

http://www.tokyo-yamanote-rc.gr.jp/

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

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

会長
幹事
会報委員長
事務局員
執行時間

片岡
山崎

郷
成

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）

今週担当 山崎成委員長

