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ソングリーダー ： 山田 清さん
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増田静一さん（7 日） 川手直明さん（9 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）
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）
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・・・・・・・・・・・・・・・ 「 今 年 の 女 子 ゴ ル フ 」
中村悦子様
次週予告・・・・・・・・・・・ プログラム委員会

毎日不順な天候が続
2011 年 2 月 17 日（木）

いています。 皆さん、お身体に気を付

会員数

けて下さい。

60 名（対象） 59 名

当日出席数

40 名（67.80%）

前回修正出席率

スキーにいってきまし

（83.05%）

た。倉知さん、後藤さん、吉岡さんあり
がとうございました。

小西直人さん（福山東 RC）
洗

色々とお祝いをいただ

成 さん（東京みなと RC）

きました。 有難うございました。
無も書く事がありま
せんが！ 皆さん元気でなによりです。

2011 年 2 月 24 日（木）

誕生日のお祝い戴き

国際ロータリー第 2750 地区 「地区大会」

ありがとうございました。 うれしい反面

会員数

ああ・・・（ためいき） 60 才かぁ・・・・・・

60 名（対象） 59 名

当日出席数

22 名（37.29%）

前回修正出席率

息子が高校受かりまし

（89.83%）

た。来年度長男は都市大付属高、長女
は都市大付属中、3 月から会社は二子
玉川ライズ、ロータリーはキャピトルと
東急グループづくしです。
先週末は車で雪の長
野に行って来ました。 昔は得意とした
雪の山道でしたが、右へ左へと滑って
しまい、登り切るのに苦労してしまいま

地区大会「会長によるクラブ紹介」

した。雪の日の車の運転には気を付け
ましょう。
バレンタインデーの義

●

理チョコついに一個のみになりました。
本日の合計
パクパクポット
累計

５６，０００円
６１５円
２，００５，５１４円

でも若くて可愛い人からでした。 量よ
り質です。 ニコニコ。

雪かきをして日頃の運
動不足を痛感しました。

900m のゲレンデのある草津スキー場を
舞台に、温泉のゲストハウス・ホワイトシ

誕生祝いありがとうご

ーダーロッジを毎年借切り、ここをベース

ざいます。 54 才！5 年前に信長をこえ

キャンプとして連綿として続けられている

たと思ったら、今回はついに孔明を超

のは驚きである。 それには、当然の訳

えることになってしまいました。 「ムダ

がある。 第一は旧会員の山川名スキー

に年ばかりとって・・・」などと言われな

インストラクター、そして日野、伊達ご両名

いようにがんばります。

の内外夏冬山を毎年踏破されている、日

東京の雪景色にワク
ワクして・・・・・

本山岳会重鎮の、経験豊かなメンバーの
指導と、カリフォルニア州西海岸、ぺプル

明日から東京ビックサ

ビーチのシンボル松の絵を表看板とし、

イトでゴルフフェアーが開催されます。

全館名前どおりの直輸入洋材使用、吹き

ゴルフの今がわかります。是非ご来場

抜け大天井ロビー、24 時間いつでも浸れ

下さい！誕生日ありがとうございます。

る温泉、そしてカリフォルニアワイン始め、
各国のワインをそろえ、ロッジオーナー後
継の若いシェフが、腕を振るうフルコース

スキーサークル

（森本正昭さん）

のフランス料理などの行き届いたホスピタ
リティーの存在である。 そして、食後にロ
ビーの大型暖炉を囲んで、文字通りファイ
アサイドのロータリー談義に、心身ともに
熱くなることである。今年は特に日野校長
の他に、伊達、春日パスト会長と春日ファ
ミリー、トゥゲザーの川合さん、スキーイン
ストラクターの倉知さん、エレクトの星野さ

1990 年、軽井沢プリンスホテルのスキー

んの顔ぶれが揃って盛り上がった。3 才

場で始めた、当クラブのスキー教室は 1

から 84 才まで参加する気楽な会である。

月 21 日から 3 日間 21 回目を行った。当

来年は 2 月開催予定、皆様是非ご参加下

初は赤倉、高杖、などであったが、その後、

さい。 大歓迎です。

標高 2000m 天狗山頂上近くより標高差

祝賀者

誕生日

里内俊夫さん（13 日）

夫人誕生日

江中武久さん（15 日）

結婚記念日

菅

耕治さん（10 日）

神通康夫さん（15 日）

星野勇介さん（16 日）
卓話

「日本の新幹線の海外展開」

3 月 9 日 （木）

山の手 手話サークル

3 月 10 日（木）

理事会

由川 透様 （吉岡さん紹介）

13：45～ 2F「藤の間」

TOGETHERS ミーティング
3 月 17 日（木）

卓話

3 月 24 日（木）

観桜会

14:00～ 2Ｆ「藤の間」

「第 3 回 留学生研究発表交流ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ」
「八芳園」

受付 18:00

徐 婷婷さん

点鐘 18:30

TOGETHERS 最終会場確認
10:00～
3 月 29 日（火）

国立オリンピック記念青尐年総合センター

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

