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2010 年 11 月 4 日（木）
会員数

62 名（対象） 61 名

当日出席数

45 名（73.77%）

前回修正出席率

（81.97%）

片桐義雄さん（小川 RC）
伊達嘉代子さん 江中英津子さん 後藤千春さん
幡野克子さん 飯塚周子さん 生駒都喜子さん
春日百合子さん 倉知ちずさん 増田和子さん
沖 和子さん 小野文子さん 佐々木孝子さん
上田数恵さん 渡辺久美子さん

●
本日の合計
累計

１７０，００００円
１，１９９，９７１円
新しい例会場が、私の
生れた所から数百メートルの所です。
もう移る事はないでしょうから喜んでい
ます。
新しい例会場でニコニ
コです！ キャピタルホテルの皆さん、
宜しくお願いします。
結婚記念日のお祝い
ありがとうございます。 50 年目になり
ます。感謝、感謝です。
やっともどってきました。
ザ・キャピトルホテル東急でのはじめて
の例会を祝して。 岩崎さんの卓話楽し
みにしております。
山の手 RC25 周年記
念のメインイベントの一つである「ザ・キ
ャピトルホテル東急」での例会スタート
おめでとうございます。 斉藤（岩崎）恭
子さん、今日は名古屋からわざわざ卓
話におこし下さりありがとうございます。
懐しい古巣にもどれて
感無量です。 ザ・キャピトルホテル東
急のスタッフの皆様今後ともよろしく。
ようやく、キャピトル東
急ホテルに復帰。 やれやれ、ですね。
ただ今、という感じで
すね。 やはり故郷は良いものです。
初めてで迷いました。
古巣にもどり、クラ
ブの益々の繁栄を祈念します。
新しき舟出！！ お
めでとう御座います。 会員増強頑張り
ましょう！！

新例会場、皆笑顔で
山の手、山の手。
11 月に入り寒くなりま
したね。 皆様体（風邪）に気をつけて
下さい。
長い流浪の旅からや
っと帰還できました。 会長はじめ関係
者の皆さんに感謝します。
新しい会場が、山の手
RC のさらなる発展と歴史へのリスター
トにつながることを祈念します。 会員
のみなさん心を一つに！
ザ・キャピトルホテル
東急。うれしいです。 やはりホテルと
カミさんは新しいのが良いです。（うち
のカミさんは別です）
今日は新装になった
ホテルで岩崎さんの卓話を楽しみにし
ています。 ニコニコ！！
バルセロナオリンピッ
クから 18 年たちますが、岩崎さんの平
泳ぎ 200m 金メダルレース昨日の様に
思い起されます。 お話し楽しみにして
おります。
我がフルサトもやっぱ
りいいなぁー。
懐しいキャピタル東急
復帰を祝して、更なる飛躍をめざして頑
張りましょう！
キャピタルホテルトー
キューでの例会おめでとうございます。
新しいキャピトルに帰
り素晴らしいですね。 楽しいクラブライ
フを送りましょう。

ザ・キャピトル東急
へ戻ってくることが出来て、大変嬉しく
思います。 心機一転、ロータリー活動
に励みたいと思います！
先週は結婚祝いを
ありがとうございます。 3 年ぶりにキャ
ピトルホテルにもどり、めんくらっており
ます。
風邪をひき、2 週連チ
ャンで欠席してしまいました。 今どき
の風邪は、近頃のテレビコマーシャルと
一緒でダラダラダラ長い長い。 まだ本
復せず、ホンマに往生シマッセ。
ヤッパリ、キャピトルは
良いですね。
4 年ぶりで実家へ帰っ
てきた気分です。 ザ・キャピトルホテ
ル東急さんよろしく。
①待ちに待ったキャピ
トル東急での例会おめでとうございま
す。
②欠席が続き申し訳ございません。
③生駒さん先日はごちそうさまでした。
お目出とう。 今後共
ニコニコに協力することを約束します。
今日から新会場です。
また新しい気持で。
「今まで生きていて一番幸せ」

「トゥゲザーズ」現在フ
ォローチームの組み直し中です。 次
回に新チームメンバー発表予定。 よろ
しくお願いします。
例会場がキャピトルへ
戻ってニコニコ。
ふるさとに戻ってきた
気分！ 昔日のような勢いを取り戻した
いものです。 仕事も私事も・・・。
キャピタル復帰、おめ
でとうございます。 いやぁ立派ですね
ぇ！
新築のザ・キャピト
ルホテル東急へ久し振りに戻り、楽しく
なりました。
再び、キャピトルにも
どって来てうれしいです。 ニコニコ。
おめでとうございま
す！岩崎さんの話たのしみです！
長い流浪の旅を終え、
名前も新しくなった古巣のザ・キャピト
ルホテル東急へ、やっと戻って来ました。
嬉しいですね。 今日から又、例会を楽
しみましょう。 キャピトルのスタッフの
皆様、宜しくお願いします。
キャピトルホテルすば
らしい！ これから楽しみです！
岩崎恭子様

【卓話風景】

祝賀者

誕生日
夫人誕生日
結婚記念日

卓 話

渡邊惠一郎さん（20 日） 鈴木康之さん（28 日）
森本正昭さん（12/1 日）
横山雅也さん（22 日）
岡本 実さん（18 日）

「メダリストその後 の夢 」

森田智己様（後藤さん紹介）

11 月 11 日（木）

理事会 13:45～ ２Ｆ小宴会場
「TOGETHERS」ミーティング 2F 小宴会場
新会員オリエンテーション 11:30～ 例会場
11 月 18 日（木）
地域社会委員会 炉辺 11:30～ 2F 小宴会場
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」
11 月 19 日（金）
世田谷 6 クラブ親睦ゴルフ大会
相模カンツリークラブ
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）
「TOGETHERS」 会場見学
10:30～ 代々木オリンピック記念青少年総合センター前
「旨い蕎麦を喰らう会」 18:30～ 渋谷「多心」

★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
ザ・キャピトルホテル東急
江中武久
片岡 郷
山崎 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）

会長
幹事
会報委員長
事務局員
執行時間

今週担当 山崎成委員長

