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2010 年 11 月 18 日（木）
会員数

62 名（対象） 61 名

当日出席数

40 名（65.57%）

前回修正出席率

（83.61%）

GELEZAUSKAS ANDRIUS さん
（留学生交流プログラム学生）

●
バンラックロータリークラブ創立 26 周年
例会とマッチング・グラントを活用した灌
漑ダム進捗状況
ツインクラブであるタイ王国バンコック
市バンラックロータリークラブの創立 26 周
年例会に生駒パスト会長夫婦と参加いた
しました。
11 月 5 日（金）
例会場のタワナホテルで全員がタイ国
民族衣装をきて華やかな例会でした。
生駒夫人はタイドレスベストドレッサーに
選ばれました。

11 月 6 日(土）
バンコック西方 130km のカンチャナブリ
県にあるクワイ川にかかる橋を見学しまし
た。 戦争中日本軍がタイからビルマへ
の戦時物資の輸送のため作られた泰面
鉄道のクワイ川にかかる橋です。 映画
では木製の橋でしたが実際はコンクリート
製の立派な橋でした。 連合軍・タイ人・
中国人の犠牲の上に建設されたことが悔
やまれます。

2008 年 11 月 16 日
タイ国北部麻薬で有名なゴールデントラ
イアングル地区チェンライ山岳部の灌漑
ダムプロジェクトダム設置工事風景。

2010 年 11 月 8 日（月）
灌漑ダム完成後 2 年経過、水がきれい
になり、カニがいました。 魚が生息する
ようになるまでもう少しです。 2 年間で周
囲の植物が生い茂るようになった事が解
ります。

よみがえった熱帯雨林。 一度伐採され
ると熱帯雨林は元に戻すのに多くの時間
と労力が必要です。 今回のマッチング・
グラント資金は有効に活用されていました。
山岳民族にも現金収入の道を与え子供
達の服装も前回と違って整い靴も履いて
いました。

●
本日の合計
累計

４７，０００円
１，２８３，９７１円
本日の卓話者「森田
智己」さん、お話し楽しみにしておりま
す。
森田さんの卓話楽し
みにしております。
森田さん、今日の卓話
楽しみにしています。 どうぞ宜しくお願
い致します。
寒くなりました。
寒くなりました。 昨
日プライベートゴルフでチョコレートをた
くさんいただきました。 ニコニコ。
森田智己さんようこそ
おいで下さいました。 熟年者にも元気
の出るお話しを聞かせて下さい。 楽し
みにしています。
11 月 23 日”土と遊ぶ”
参加宜しくお願いします。 お陰様で
200 名越しそうです。 今日は最後の打
合せに色々ご意見有りがとうございま
した。

日 時
場 所
出席者

森田智己さん卓話楽
しみにしております。スポーツ医師を目
指しておられるとのこと、頑張って下さ
い。
誕生祝ありがとうござ
います。 馬令を重ねて 84 年、今後とも
よろしくお願いします。
トゥゲザーズ 本日メ
ンバー表ほか配布物を後ほどご覧下さ
い。
誕生日お祝いあり
がとうございます。73 才です。 11 月 20
日（土）午後 5:30 より昭和女子大学人
見講堂にて、駒澤大学管弦楽団の定
期演奏会があります。無料です。 ご出
席されますようお願いします。（私は当
楽団の終身名誉顧問です。）
先週は結婚記念日、
今週は家内の誕生日、お祝いありがと
うございます。
仕事の話で申し訳あり
ませんが、倉知さんから紹介をうけ、高
裁から関与した事件で、逆転勝訴の判
決を昨日もらい、ニコニコ。

2010 年 11 月 11 日（木） 13:35～15:00
ザ・キャピトルホテル東急 2F「橘の間」
後藤守機。日野正紀。星野勇介。磯野道造。川合 孝。川手直明。
倉知英行。清水庸男。上田正昭。宇野 旭。渡辺彰敏。渡邊惠一郎。
江中武久。片岡 鄕。

議 題
1） 入会者の件
冨樫 進さんの入会について全会一致にて承認されました。
2） ロータリーソング伴奏の件
ロータリーソングの伴奏を CD ではなくシンセサイザーを購入して生伴奏にできないか。
ザ・キャピトルホテル東急に保管が可能であるか確認し、予算を変更できるか検討す
る。
3） ホームページ週報の件
基本的に公開することとして、公開を希望しない会員の卓話などは削除する。

忘年・家族夜間例会
祝賀者

第二部

祝賀者

卓話

誕生日
結婚記念日

ザ・キャピトルホテル東急 １Ｆ「鳳凰の間」
片岡 鄕さん （13 日）
弘田明成さん （9 日）

懇 親 パーティー

誕生日
吉岡桂輔さん （27 日）
夫人誕生日
宇野 旭さん （17 日） 黒岩智行さん（24 日）
結婚記念日
宇野 旭さん （27 日）
「世 阿 弥 とマーケティング」 片平秀貴様 （吉岡さん紹介）

12 月 2 日（木）
12 月 8 日（水）
12 月 16 日（木）
12 月 23 日（木）
12 月 30 日（木）
2011 年
1 月 6 日（木）
1 月 13 日（木）
2 月 24 日（木）

理事会 13:45～ 2F「橘の間」
山の手手話サークル
「TOGETHERS」ミーティング 2F「橘の間」
例会休み（天皇誕生日）
例会休み（年末）
新年賀詞交歓会
理事会 13:45～
クラブ協議会 13:45～
国際ロータリー第 2750 地区「地区大会」本会議 8:30～
ザ・プリンスパークタワー東京「コンベンションホール」

★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

