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ロータリーソング・・・・・ 「山の手ロータリー讃歌」
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

春日正好さん（24 日） 井上明義さん（29 日）

結婚記念日 増田静一さん（24 日） 倉知英行さん（27 日）
夫人誕生日 弘田明成さん（29 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・・・・・・・・・・・・・・・ 「 津 軽 の 音 」
次週予告・・・・・・・・・・・ プログラム委員会

都筑 秀音 様

皆さんご無事でござい
2011 年 3 月 17 日（木）

ましたか？ 日本人として、ロータリア

会員数

ンとして皆さんでこの危機を乗りきりま

61 名（対象） 60 名

当日出席数

40 名（66.67%）

前回修正出席率

しょう。

（84.75%）

ご関係者が被災さ
れた方には、心よりお見舞い申し上げ
ます。 おじが津波の地区におりました

都筑秀音さん（宇野さんゲスト）

が、火曜日に無事との連絡がありまし

大林清一さん（宇野さんゲスト）

た。
空襲でメチャメチャに

里内久子さん

やられた時を想い起します。 被災され
た方ガンバレ！

徐婷婷さん（留学生交流プログラム）

東日本大地震の被害
者の亡くなられた方に対して合掌。

●

恐ろしき災害。被害地
松木昭和さん（渡辺彰敏さん紹介）

の皆様、どうぞ人々の善意を信じて、あ
きらめず、強い心を持って頑張って下さ
い。
思いもよらない大地震
と大津波、日本はどうなっていくのでし
ょう？ ロータリアンもできるかぎり協力
したいものです。
新井秀幸さん、被災地
への輸送ご苦労様です。 汐留運送の

●

安全を祈ります。
本日の合計
累計

７３，０００円

大震災に人間は無力

２，２１３，５１４円

ですが、「きずな」と心のパワーで応援

東北関東の大地震に

します。

は驚きました。 私の設計施工した作

33 年前仙台で被災し

品が青森・山形にあるので心配しまし

た私としては、何とも言えない日々です。

たが、十三湖の堤防と国道 13 号の橋と

石巻・気仙沼・多賀城・名取は沢山の

トンネル共に 50 年近くなるのですが、

思い出のある地で、1 日も早い復興を

いずれも無事でした。 ヤレヤレ。

祈っております。

大震災の被災地に降

小変 30 年に 1 回。 中

る雪の映像に心が痛みます。 被災さ

変 100 年に 1 回。 大変 300 年に 1 回。

れた方々、亡くなられた方々へお見舞

今回の事はもっとすごい大変のようで

とご冥福をお祈り致します。

す。

テレビの画面は東北

被災地の一日も早い

地方の大災害の真に生き地獄絵図で

復興を祈ります。

す。気の毒で晩酌をもする気になれま
せん。皆さん明日はわが身かもわかり
ませんネ。
いろいろ大変な状況で
すが、元気をだして頑張りましょう。

●
「第 3 回留学生研究発表交流プログラム」

負けるな日本人、頑張

徐 婷婷さん

れ日本、俺がついてる。
大地震でした。 亡く
なられた方のご冥福をお祈りします。
松木所長、入会おめ
でとうございます。 一緒にロータリー
で楽しくやりましょう。 ・・・被災者の方
たちには心からお見舞申し上げます。

●
日

時

2011 年 3 月 17 日（木）

場

所

ザ・キャピトルホテル東急 2F「橘の間」

出席者

11:30～12:20

星野勇介。磯野道造。川合 孝。川手直明。倉知英行。
宇野 旭。渡辺彰敏。山崎武彦。江中武久。片岡 鄕。

議

題

１） 親睦行事の件
3/24（木） 観桜会を中止とし、通常例会に振替とする事で承認。
3/29（火） 親睦ゴルフ会を中止とする事で承認。
２） 東北関東大震災災害義援金の件
クラブ単位ではなく、募金を集い地区へまとめて送金する事で承認。

祝賀者

誕生日

新居英一さん（31 日）

夫人誕生日

渡邊惠一郎さん（4/3 日） 北原慎庸さん（4/5 日）

結婚記念日

山崎良雅さん（4/2 日） 黒岩智行さん（4/4 日）
生駒昌太郎さん（4/6 日）

卓話

「美術品における中国の現状」

3 月 24 日（木）

TOGETHERS 最終会場確認
10:00～

4 月 7 日 （木）

神通康夫会員

卓話
理事会

国立オリンピック記念青少年総合センター

石井 聡様（清水さん紹介）
13:45～ 2F「橘の間」

4 月 13 日（水）

山の手 手話サークル

4 月 14 日（木）

卓話 「第 4 回 留学生研究発表交流プログラム」
ルクリ・マティア・ラミーさん

4 月 21 日（木）

卓話 「私の履歴書」

沖正一郎会員

★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

