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YAMANOTE25
会長 江中 武久

点鐘・・・・・・・・・・・・・・・ 江中会長
今週の歌・・・・・・・・・・・ 「君が代」
ロータリーソング・・・・・ 「奉仕の理想」
ソングリーダー ： 新井秀幸さん
ビジター・ゲスト紹介・・ 親睦委員会
祝賀者・・・・・・・・・・・・・ 誕生日

堅田 豊さん（10 日） 冨樫 進さん（12 日）

結婚記念日 柴崎 聡さん（7 日） 山田 清さん（11 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・・・・・・・・・・・・・・・ 「大震災と管内閣の行方」
次週予告・・・・・・・・・・・ プログラム委員会

石井 聡 様

●
2011 年 3 月 31 日（木）
会員数

61 名（対象） 60 名

当日出席数

46 名（76.67%）

前回修正出席率

（78.33%）

＜二木会のご連絡＞
2011 年 4 月 21 日（木）
受付 18:00

スタート 18:30

レストラン 「ストックホルム」
（浅木会員のお店）

入沢頼二さん（東京赤坂 RC）
＜25 周年記念誌プロジェクトより＞
野村泰俊さん（静岡日本平 RC）

・ 全会員でその想いを 250 字見当でお

中村憲司さん（静岡日本平 RC）
星野敏夫さん（静岡日本平 RC）

寄せ下さい。
・ この１年間で撮った（撮られた）ご自分

五十嵐紀子さん（光友会）

の写真。（ご家族、友人、ペットなど一

井出 豊さん（光友会）
渡辺宣子さん（笹塚太鼓の会）
出川次郎さん（ボランティア・ワーカース）

緒でもよいです。）
・ 同好会の世話人の方へは、この会は
こんなに楽しい旨を活動紹介文で、

伊戸川 緑さん（オフィス友納）

300 字見当でお願いします。

田中 剛さん（芸人オフィスマネージャー）

また、これから何かサークルを作りた
いという方も是非。

ゲレザウスカス・アンドリュスさん
（留学生交流プログラム）

・静岡日本平ＲＣとのバナー交換

・ 期日は 5 月 10 日まで、厳守のこと。

●
本日の合計
累計

５６，０００円
２，３３６，５１４円
静岡日本平 RC より山

の手 RC さんを訪問させて頂きます。
トゥゲザーズではお世話になります。
よろしくお願いします。

誕生祝い有難うござい

明日から仙台の被災

ます。 83 才になりました。 陸軍士官

地に入ります。 現地ではストレスや不

学校から復員して 60 数年、親父の後を

眠症、感染症などでアロマのいやしが

ついで土木屋になって、戦後の国土復

求められているそうです。 現地のセラ

興に多少の“こうけん”が出来たと思っ

ピストと活動をしてまいります。

ています。 後何年、人生を楽しめるか。
皆様よろしく。

トゥゲザーズに参加し
ていただける皆様、応援の皆様、本日

日本平ロータリーの皆
さんようこそおいで下さいました。

はご出席ありがとうございます。 必ず
成功させましょう。

4/29 は宜しくお願いします。
いよいよ Togethers も

結婚記念日のお祝い
有難うございました。

一ヶ月をきりました。 皆で頑張りましょ
う。

トゥゲザーズに御参加
いただく皆様、本日はご参集いただき

大変嬉しい事がありま
した。 ニコニコです。

ありがとうございます。 どうぞ宜しくお
願い致します。

結婚記念日のお祝

皆んなで、前をむいて、

いありがとうございます。 47 年目の記

ロータリー。 今こそロータリーの仲間

念日です。

と力を合わせて前進しよう。
72 才の誕生日に素敵

トゥゲザーズご協力の

な鉢植をクラブから頂戴しました。 家

皆様。本 日ご出席ありがとうございま

の中にまた色どりが出来てニコニコで

す。

す。有難うございました。

祝賀者

卓話

誕生日

小野佐千夫さん（14 日） 松原俊夫さん（14 日）

夫人誕生日

山崎良雅さん（19 日） 春日正好さん（19 日）

結婚記念日

山崎武彦さん（14 日） 沖 正一郎さん（15 日）

「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 7 日 （木）

理事会

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）

“TOGETHERS”実行委員会ミーティング
13:45～ 4F「キャピトルバー」
次年度理事・役員会
18:30～ 八重洲富士屋ホテル ３Ｆ「けやきの間」

4 月 21 日（木）

卓話 「私の履歴書」
二木会

受付 18:00

沖正一郎会員
スタート 18:30

レストラン 「ストックホルム」
4 月 28 日（木）

卓話 「第 5 回 留学生研究発表交流プログラム」

河 炅珍さん

4 月 29 日（金祝） 25 周年記念イベント「TOGETHERS」
受付 11:00

開演 11:30

国立オリンピック記念青少年総合センター カルチャー棟小ホール
★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

