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会長 江中 武久

点鐘・・・・・・・・・・・・・・・ 江中会長
今週の歌・・・・・・・・・・・ 「君が代」
ロータリーソング・・・・・ 「奉仕の理想」
ソングリーダー ： 佐藤雅巳さん
ビジター・ゲスト紹介・・ 親睦委員会
祝賀者・・・・・・・・・・・・・ 誕生日

佐藤雅巳さん（2 日）

高木泰男さん（2 日）

山崎 成さん（7 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・・・・・・・・・・・・・・・ 「在日米国人から見た日本」
次週予告・・・・・・・・・・・ プログラム委員会

マーク・シュライバー様

●
2010 年 8 月 26 日（木）

本日の合計

会員数

パクパクポット

62 名（対象） 61 名

当日出席数

42 名（68.85%）

前回修正出席率

７０，０００円

累計

（73.77%）

２，６４０円
５７８，５６８円

小野会員の卓話楽しみ
にしております。

●
暑い。

地域社会委員会（川手委員長）

残暑御見舞申し上げ

《“土と遊ぶ”炉辺のお知らせ》
日時 2010 年 9 月 2 日（木） 11:30～12:15

ます。
残暑お見舞申し上げま

場所 八重洲富士屋ホテル
1F「ウィーンの森」

す。

“土と遊ぶ” プロジェクトの実行日がいよ
いよ迫って参りましたので、地域社会委員

小野さんの卓話楽しみ
にしております。

会以外の皆様宜しくご協力お願いいたしま
スイスの山岳ガイドが地

す。
職業奉仕委員会（片岡幹事）
《都立深沢高等学校インターンシップ開催》

球の終りか・・・と云ってましたが、本当に
そうなりそうですね。
ニイガタの夜の町でケ

本年度も職業奉仕活動の一環として「職
業奉仕体験学習（インターンシップ）受け入
れ」を実施いたします。 つきましては、受け

ータイが行方不明になりました。 しばら
く不通となります。

入れにご理解とご協力を賜りたく宜しくお願

かあちゃん アイシテル

いいたします。
・対象生徒

同校 第 1 学年生全員

・実施期日
平成 22 年 12 月 8 日（水）～10 日（金）

ゼー。
小野さんの卓話楽しみ
です。 新井さん、星野さん、土と遊ぶの
ご協力有難うございます。

小野さん、卓話楽しみに

あついですね。 今日は

しております。

江中さんに来ました！
ギックリ腰などで 2 ヶ月

先日中国の調兵山とい

ぶりの出席です。

う、まだ荷馬車が走っている田舎町へ蒸

暑い夏ですね。 頑張り

気機関車の運転をしに行って来ました。

ましょう。

電気機関車とジーゼルカーの運転はした
エコ疲れの皆さまコンニ

ことがありますが、蒸気機関車の運転は

チワ！ 謹んで残暑お見舞を申しあげま

初めてで、至福の時を過ごして来ました。

す。それはそうと、大阪に 152 歳の人が

小野佐千夫さん、「私の

居たと、いやー役所仕事ですネ。 民間

履歴書」よろしくお願いいたします。

なら担当の係員クビですな。
昨日御殿場へゴルフに
行ってきました。 勿論乗用カート、キャ
ディー付ですのでスコアーも 47、45 と私
にとっては良い楽しいゴルフでした。
信濃路ゴルフを断念！
小野先輩のお話を優先しました。 楽し
みにしております。
司法修習生の給費制廃
止反対署名に御協力いただき、ありがと
うございました。 それにしても厳しい残
暑ですね。

●
「 私 の 履 歴 書 」
小野佐千夫会員

祝賀者

誕生日
夫人誕生日

卓 話

宇野 旭さん（13 日）
弘田明成さん（15 日）
磯野道造さん（10 日）

「サッカー ワールドカップ」

植田玄彦さん（14 日）
浅野健太郎さん（26 日）
吉岡桂輔さん（22 日）

妻木充法様（鈴木さん紹介）

9 月 2 日（木）

理事会 13:45～ 5F「あんず・なつめの間」

9 月 4 日（土）

第 101 回親睦ゴルフ会
本厚木カンツリークラブ

集合 8:30

9 月 8 日（水）

山の手 手話サークル 18:30～ 事務局

9 月 9 日（木）

TOGETHERS ミーティング 13:45～ ５Ｆ「あんず・なつめの間」

9 月 16 日（木）

例会休み（規定１）
山の手俳句の会 14:30～ 2F「ウィステリア」

9 月 19 日（日）

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

9 月 23 日（木）

例会休み（秋分の日）

10 月 6 日（水）

５１０会

18:00～

青山ダイヤモンドホール B1「セブンシーズ」

★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

