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2010 年 10 月 14 日（木）
会員数 62 名（対象） 61 名
当日出席数
43 名（70.49%）
前回修正出席率
（80.33%）

中野正徳さん （神戸 RC）
廣瀬太一さん （大阪 RC）
青木 孝さん （東京町田 RC）

なかなか秋晴れが少な

●

いですね。 会員の皆様くれぐれも御身
「土と遊ぶ」 ジャガイモ種植え現状況
（１０月１３日付城田農園）

御大切に。
やっと過し易い季節に
なり、やれやれです。 来月からは古巣
にもどれそうでニコニコ！
やっとすずしくなりまし
た。
結婚記念日のお祝い有
難うございます。 47 年間いろいろありま
したが、最近はお互いの領域を侵さない
よう粛々と生活を生活しています。
頑張ります！！ 宜

●
本日の合計
累計

８７，５００円
９１１，９７１円

しく！
片岡さんありがとうござ
います。
先日の打ち合せのおつ

☆7 月～9 月のニコニコ大賞
磯部 泰一郎さん

り + ニコニコです。
来年 4 月 29 日 RC25 周

川合 孝さん
里内 俊夫さん

年イベントが開催されます。 僕のカミさ
ん共々よろしくお願いたします。

いよいよ 11 月からキャ
ピトルへ行くようです。 どんな会場か、
楽しみです。 先週春日さんのマンドリン
クラブの演奏会を初めて聞きに行きまし

土と遊ぶの打合せに多
くの方がご協力して頂き有難うございま
した。お茶代の残りを代表してニコニコに
入れさせて頂きます。

たが、素晴らしい演奏会でした。
本日は 18:00 からレスト
ランストックホルムで二木会です。 会場
でお待ちしています。
越智さん卓話楽しみに
しております。 皆様本日の二木会に出
来る限り参加をお願いいたします。

地球の反対側、チリ鉱
山落盤事故の救出成功を祝って。 ニコ
ニコ。
二年間お世話になった
八重洲富士屋ホテルもおなごりおしいで
すが、あと 3 回です。

1. 家内の誕生祝有難う

越智さん卓話よろしくお

ございます。 いくつになっても心待ちし

願いします。

ている様です。

地下 700m からのチリ

2. 飯塚さん私の拙句を有難うございま

の生還。 全員無事でよかったですネ。

す。

片岡さん本をありがとうございます
今年 7 月の入会以来も

う 3 ヶ月が経過しました。 引続きよろしく

●

お願いします。

日 時
先週は家内の誕生

祝のお花を有難うございました。
チリ、サンホセ鉱山事

13:30～15:00
場 所

八重洲富士屋ホテル
5F「あんず・なつめの間」

故、世界中が見守る中 33 人奇跡の生還
バンザイ。 69 日間みんなのガンバリズ
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出席者 後藤守機。日野正紀。

ムと束ねたルイスさんのリーダーシップ

磯部泰一郎。川合 孝。

に敬礼。

川手直明。倉知英行。清水庸男。
いよいよザ・キャピトル

高村昌秀。瀧本 司。宇野 旭。

東急ですね。 楽しみです。

渡邊惠一郎。山田 清。山崎 成。

いい秋見つけた。 そん
な気分でニコニコです。
子供の運動会で父親競
技の綱引きに参加しました。 本気にな

江中武久。片岡 鄕。
議 題
１、 2013－14 年度会長ノミニー選定の件。

って頑張り、翌日は筋肉痛です。 日頃

選考委員長より、吉岡桂輔会員が推薦

の運動不足です。

され全会一致にて承認されました。

人恋しい秋です。 何か
いい事ないかなぁ。
①生駒さん先週はお世
話になり、おそれ入ります。
②10 月 11 日体育の日は孫の運動会は
しごしてたいへんつかれました。
今日 1 年半ぶりに二木
会に出ます！

２、 会員増強の件。
会員勧誘に、ロータリークラブの概略説
明や入会の手引きとして説明できるも
のを至急用意する必要があるので、情
報委員会で準備中の新入会員向けの
説明資料を抜粋して作成する。

祝賀者

誕生日

菅 耕治さん（29 日）

夫人誕生日

長尾隆義さん（31 日）

結婚記念日

鈴木康之さん（28 日）

後藤守機さん（30 日）

植田玄彦さん（28 日）

佐々木順一さん（30 日）

上田正昭さん（11/3 日）

岩垂 毅さん（11/3 日）
卓 話

「留学生研究発表プログラム」

GELEZAUSKAS ANDRIUS さん

☆11 月 4 日（木） 例会より、「ザ・キャピトルホテル東急」へ例会場が移ります。
11 月 4 日（木）

卓話

11 月 9 日（火）

第 102 回 親睦ゴルフ会

11 月 11 日（木）

卓話「イニシエーションスピーチ」
理事会

11 月 18 日（木）

岩崎恭子様（後藤さん紹介）
藤ヶ谷カントリークラブ

13:45～

地域社会委員会 炉辺 11:30～
ザ・キャピトルホテル東急 小会議室

11 月 23 日（火 祝） 地域社会委員会「土と遊ぶ」 ジャガイモ収穫
城田農園 11:00～
11 月 25 日（木）

例会休み（規定 3）

★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

