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RI 会長 レイ・クリンギンスミス

LETS.MOVE!
YAMANOTE25
会長 江中 武久

点鐘・・・・・・・・・・・・・・・ 江中会長
ロータリーソング・・・・・ 「奉仕の理想」
ソングリーダー ： 佐藤雅巳さん
ビジター・ゲスト紹介・・ 親睦委員会
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）

結婚記念日 日野正紀さん（21 日） 高橋宏和さん（27 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）
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
卓話・・・・・・・・・・・・・・・ 「イニシエーションスピーチ」
次週予告・・・・・・・・・・・ プログラム委員会

岩垂 毅さん 冨樫 進さん

週末は雪とのこと。
2011 年 2 月 10 日（木）

東京都内でもスキーが出来そうです

会員数

ね！ニコニコ。

60 名（対象） 59 名

当日出席数

38 名（64.41%）

前回修正出席率

（86.44%）

亀井さん、江中会長、
昨日の手話サークル・オリエンテーショ
ンにご参加どうもありがとうございまし
た。おかげさまでにぎやかになりまし

松木昭和さん（渡辺彰敏さん紹介）

た。
立春すぎても、なお寒

金 賢娥さん（米山学友）

さやまず。 寒いですね。
先週はアメリカでした。

●

大雪でたいへんでした。 今週も元気
本日の合計

４８，０００円

累計

で。

１，９４８，８９９円
公園に鈴木さんから

教わった「紅千鳥」が咲き出していまし

岡本さん、高石真五郎
杯での優勝おめでとうございます。 祝
勝会を是非やりましょう。

た。 寒くても春ですね。 ニコニコ。
今日もすばらしい一日

雪になりそうです
ね！！

であります様に！
結婚記念の品をあり
がとうございます。 二木会にも出席で

週末は雪のようです
ね。春はすぐそこに来ています！（ガン
バッテ！） さむいけれど。

きず、ごめんなさい。
久しぶりに出席出来て
ニコニコ！！

伊達さんから、私の知
らなかった情報をいただきました。 ニ
コニコ。 （T.V に出たそうです。NHK ニ
ュース）

日 時

２０１１年２月３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

後藤守機。日野正紀。川合孝。川手直明。清水庸男。渡辺彰敏。
渡邊惠一郎。星野勇介。倉知英行。高村昌秀。上田正昭。山崎武彦。
江中武久。片岡鄕。

議 題
１） 25 周年記念行事“TOGETHERS“の件
当日の傷害保険に加入することとする。 川合さん手配。
25 周年記念行事に特別ニコニコにて参加団体への援助資金を集める。
２） 25 周年記念夜間例会の件
招待者リストの件、幹事案の 24 名で承認。
親クラブの世田谷南 RC へ会長・幹事が訪問し、20 名程度の枠で
参加費（\25,000）にて出来るだけ参加いただけるように依頼する。

国際ロータリー第 2750 地区 「 地 区 大 会 」
ザ・プリンスパークタワー東京 「コンベンションホール」
登録 8：30

点鐘 9:00

祝賀者

誕生日

増田静一さん（7 日） 川手直明さん（9 日）

夫人誕生日

亀井 準さん（5 日） 上田正昭さん（7 日）
冨樫 進さん（8 日）

結婚記念日

松原俊夫さん（6 日）

幡野永由さん（7 日）

髙村昌秀さん（8 日） 川手直明さん（9 日）
卓話

「今 年 の女 子 ゴルフ 」

中村悦子様 （横山さん紹介）

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）」

3 月 3 日 （木）

理事会

3 月 10 日（木）

卓話

13：45～

2F「橘の間」

由川 透様（吉岡さん紹介）

TOGETHERS ミーティング 13:45～ ４Ｆ「キャピトルバー」
3 月 17 日（木）

卓話

第 3 回 留学生研究発表交流プログラム

3 月 24 日（木）

観桜会

3 月 29 日（火）

第 103 回 親睦ゴルフ会

「八芳園」

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

