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2011 年 2 月 3 日（木）
会員数 60 名（対象） 59 名
当日出席数
45 名（76.27%）
前回修正出席率
（79.66%）
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本日の合計
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やります。 我が家では福は内のみで、

「第２回留学生研究発表交流プログラム」

鬼は外は言いません。 理由は妻が我

ファトマ カシム モハメッドさん
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です。
今日は節分、大い
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日 時

２０１１年１月１３日（木） １３：４５～１５：００

場 所

ザ・キャピトルホテル東急 ２Ｆ「橘の間」

出席者

宇野旭。渡辺彰敏。倉知英行。渡邊惠一郎。清水庸男。後藤守機。
飯塚孝。上田正昭。日野正紀。星野勇介。川手直明。佐々木順一。
川合孝。神通康夫。山田清。江中武久。片岡鄕。

議 題
１） 女性会員の入会を承認する理事会の決議をうけて、フォーラムを行うことを確認しまし
た。
２） 会員増強に向けて理事役員が一丸となって取り組む事を確認しました。

祝賀者

誕生日

横山雅也さん（20 日） 高橋宏和さん（21 日）
渡辺彰敏さん（22 日） 神通康夫さん（26 日）

夫人誕生日

日野正紀さん（18 日） 岡本 実さん（21 日）
岩垂 毅さん（21 日）

結婚記念日
卓話

日野正紀さん（21 日）

「イニシエーションスピーチ」

2 月 10 日（木）

高橋宏和さん（27 日）

岩垂 毅さん

冨樫 進さん

TOGETHERS ミーティング 13：45～ 4F「キャピトルバー」
二木会

18:00～ 「ストックホルム」（浅木会員のお店）

2 月 17 日（木）

山の手 俳句の会 14:30～ 八重洲富士屋ホテル 2F「個室」

2 月 22 日（火）

旨い蕎麦を喰らう会
18:00～ 自由が丘「衾（ふすま）」

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」

3 月 29 日（火）

第 103 回 親睦ゴルフ会
集合 7:30

我孫子ゴルフ倶楽部

★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

