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ソングリーダー ： 新井秀幸さん
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祝賀者・・・・・・・・・・・・・ 誕生日
上田正昭さん（1 日）
中嶋洋一さん（3 日）
夫人誕生日 清水庸男さん（3 日）
瀧本 司さん（7 日）
髙村昌秀さん（12 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
次週予告・・・・・・・・・・・ プログラム委員会

黒岩智行さん（2 日）
髙村昌秀さん（6 日）
里内俊夫さん（5 日）
増田静一さん（10 日）

2010 年 12 月 16 日（木）
会員数 62 名（対象） 61 名
当日出席数
39 名（63.93%）
前回修正出席率
（88.33%）

森本裕士さん（東京レインボーRC）
●入会式

冨樫 進さん（江中さん紹介）

●
本日の合計
パクパクポット
累計

６５，０００円
１，０００円
１，５４２，９７７円
今年最後の例会。 無

事に今年も終ります。 来年も宜しく。
本日より、事務所を
組織再編して「弁護士法人ベリーベスト
法律事務所」として新しいスタートを切
りました。 お客様に very best（一生懸
命）のサービスを提供し、very best（最
高の）事務所と言っていただけるようが
んばります。 よろしくお願いいたしま
す。

良いお年を。 来年も
よろしく願います。
さんの入会を祝し
て。
本年もいろいろお世話
になりました。 皆様良いお年をお迎え
下さい。
この 1 年間ご交誼いた
だきありがとうございました。
さん、ご入会おめ
でとうございます。 これからヨロシクお
願いいたします。
R・C のみな様 1 年間
ありがとうございました。 入江さんごく
ろう様でした。 来年も宜しくお願いいた
します。 女房をさらに愛しつづけま
す。
皆様のご協力をいた
だき江中年度の半分をどうにか無事す
ごせました。 有難とうございました。
来年も宜しくお願いします。
今日は今年最後の例
会です。 一年間大変お世話になりまし
た。来年も宜しくお願いします。
年末になって、ニコニ
コ。
ようやく冬のさむさ
になりました。 12 月 14 日は赤穂浪士
のめい日でした。
冬晴れの瀬戸内海
島々を縫うように進む豪華客船の飛鳥
Ⅱ、最上階の眺望満点の大浴場朝湯
にどっぷり首までつかる。 思わずニッ
コリ、極楽極楽ハハハハハ夢のまた夢、
皆さま佳き新年をお迎えください。

今年もお世話になりま
した。 来年もよろしくお願いします。
江中会長、片岡幹事

搬送されました。 「尿管結石」でした。
伊達さんには救急車同乗から点滴が
終了するまで付きそっていただき、たい

今日で半分すぎましたね。 来年度もよ

へん心強い思いでした。 感謝！感

ろしく。 楽しい年度を過してます。

謝！です。 おかげさまで「石」は出まし

ことしも終り。 ドタドタ

て、元の健康を取りもどしました！

バタバタの 1 年でした。 来年は少し余

片平さん、本日の卓話

裕シャクシャクと行きたいものです。 よ

ありがとうございます。 また、クラブか

いお年をお迎え下さい。

ら私の誕生日祝いもいただき、感謝申

12 月 2 日例会終了後

し上げます。

左わき腹劇痛にて虎の門病院に救急

＜第 8 回実行委員会ミーティング報告＞
１．前回からの変化
① C チームリーダー・サブリーダー変更
② 記念誌のため → プロカメラマン依頼（写真+映像） 宇野氏へ
③ 静岡訪問（1 月 19 日） 委員
④ A、B、C、E チームチェックリスト
⑤ レストランの照明は消せない→当日の発表映像や取材映像をどう見せるか？
⑥ 静岡手をつなぐ会（電源 3 ヶ+音響必要）
２．今回の議題
① チームリーダーからの報告
② パーティー会場について
時間帯→プログラム時間帯への影響
スタッフ+ゲストの昼食（700～800 円）と場所
③ セルプへの展示確認
④ 光友会へのフォロー
３．今後の課題
・プログラムの告知／タイムスケジュールの作成（リハ、楽屋、など含む）
・上記踏まえて進行表+司会台本（MC、FD、MX 用）
・人員配置表（スタッフ用）／誓約書の提出

・利用者名簿／パンフレット+挟み広告／パーティー関連（メニュー、演出など）
・予算関連（総額⇔会場関連費の再確認、備品類予算の確認）
・マスコミへのアピール
誘導方法／トラブル防止／音響／証明／掲示 etc
会場での備品設置、掲示物、誘導ツール
☆尚、次回のミーティングは 1 月 13 日（木）14:15～ キャピトルホテル 2F「橘の間」です。

祝賀者
卓話

夫人誕生日

井上明義さん（19 日）

「今年の経済の見通し」

1 月 6 日（木）

理事会

1 月 13 日（木）

クラブ協議会

谷口正晃様（清水さん紹介）

13:45～

2F「橘の間」

13:45～ 2F「橘の間」

TOGETHERS ミーティング

14:15～ 2F「橘の間」

1 月 27 日（木）

卓話 25 周年記念 留学生交流プログラム“研究発表”

2 月 24 日（木）

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

