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LETS.MOVE!
YAMANOTE25
会長 江中 武久

点鐘・・・・・・・・・・・・・・・ 江中会長
ロータリーソング・・・・・ 「四つのテスト」
ソングリーダー ： 山田 清さん
ビジター・ゲスト紹介・・ 親睦委員会
祝賀者・・・・・・・・・・・・・ 誕生日

佐々木順一さん（5/1 日）

結婚記念日 新居英一さん（28 日） 春日正好さん（29 日）
浅野健太郎さん（5/4 日）北原慎庸さん（5/5 日）
後藤守機さん（5/10 日）
夫人誕生日 神通康夫さん（28 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

松木昭和会員 西澤忠義会員

沖会員の卓話楽しみ
2011 年 4 月 21 日（木）
会員数

にしております。

62 名（対象） 61 名

当日出席数

41 名（67.21%）

前回修正出席率

古木さん、ようこそ！
久しぶりですね。 宜しく。

（83.61%）

結婚記念品ありがとう
ございます。
うちのカミさんは最高

古木謙三さん（東京世田谷单 RC）

です。
沖さん、楽しいお話期

出川次郎さん（ボランティア・ワーカース）
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）

待しております。
誕生日祝いを有難うご
ざいます。 小野さんと同月同日ですの
で見習って、いつ迄も元気でいたいと
思います。

●

結婚記念祝い有難う

東日本大震災復興委員会
（清水委員長）

＜S.30.4/15＞ そして、45 日目卖身

＜義援金 状況報告＞
990,000 円
目標

ございました。 たしか 56 年目です。

500 万円

HongKong 赴任でした。 2 年半一度も
帰口せずです。
週 3 回～4 回プールで

皆様のご支援をお願いいたします。

泳いでます。 若さは無理ですが、健康
は大切です。

●
本日の合計
累計

①結婚記念日のお祝

４２，０００円
２，４９３，５１４円

い、有難うございました。
②先日、所用でドイツへ行った際、ポル

例会場が、かわってはじめて伺いまし

トガルまで足を延ばして鉄道に乗って

た。 スバラシイですね。

来ました。 これで旧西欧諸国の鉄道

TOGETHERS まであと
8 日です。 ラストスパートでがんばりま
すので皆様よろしくお願いいたします。

は全て制覇です。 まさに自己満足の
世界です。

●
日

時

2011 年 4 月 7 日（木）

場

所

ザ・キャピトルホテル東急

出席者

13:30～15:00
2F「橘の間」

後藤守機。日野正紀。星野勇介。磯野道造。川合 孝。川手直明。倉知英行。
清水庸男。上田正昭。宇野 旭。渡辺彰敏。渡邊惠一郎。山田 清。
江中武久。片岡 鄕。

議

題

1） 義援金の件
以下の件につき承認されました。
・ 山の手 RC にて今回の震災に対する義援金募集目標額を今期 500 万円に設定し、
親睦の行事などあらゆる場面で募集する。
・ 地区の義援金使途を確認して、山の手 RC の拠出先を決定する。
・ TOGETHERS 参加者向けの費用補助は義援金募集の影響を考えて、予算から 20
万円を別途計上し、会員からの特別寄付の募集は行わないこととする。

先日ポルトガルの鉄道に乗りに行った際、ユーラシア大陸
最西端のロカ岬まで足を延ばしたのですが、ロカ岬に地元
のロータリークラブが作ったロータリークラブ創立 75 周年を
記念する大きな石像がありました。 あまりにも大きくて
びっくり、ちょっと目立ちすぎですね。 この石像がロカ岬に
立っている必要は？

山崎良雅会員

祝賀者

夫人誕生日

町田行功さん（12 日） 後藤守機さん（14 日）
高橋宏和さん（15 日）

結婚記念日
卓話

長尾隆義さん（16 日） 冨樫 進さん（18 日）

「バチカン その多様な顔を探る」

上野景文様（吉岡さん紹介）

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
5 月 5 日（木）

例会休み（こどもの日）

5 月 18 日（水）

地区協議会
第 104 回 親睦ゴルフ会

霞ヶ関カンツリー倶楽部 集合 7:30

5 月 19 日（木）

創立 25 周年記念 夜間例会

5 月 26 日（木）

卓話

椎名武雄様（岡本さん紹介）

6 月 2 日（木）

卓話

「ロータリーについて」 上田正昭会員

6 月 4 日（土）～5 日（日）

親睦旅行

八ヶ岳美術館ホテル（泊）

★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

