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BUILDING COMMUNITIES 

BRIDGING      CONTINENTS 

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・・・・・ 「日も風も星も」 

                            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・・・・・・・・・・・・・  結婚記念日        渡辺彰敏さん（19日）  片岡鄕さん（25日）   

夫人誕生日        浅野健太郎さん（16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・・・・・・・・・・・・・・・ 「一年を振 り返って」  江中武久会長 

次週予告・・・・・・・・・・・ プログラム委員会 



2011年 6月 9日（木） 

会員数  62名（対象） 61名 

当日出席数   43名（70.49%） 

前回修正出席率         （83.61%） 

 

安積 覚さん（大阪西 RC） 

篠原澄江さん（国分寺 RC） 

久保貞吉さん（東京西 RC）

須佐泰明さん（川合さん紹介） 

 

 

●

東日本大震災復興委員会  

（清水委員長） 

＜義援金 現況報告＞ 

6/9付     10,000円 

3/24付    100,000円 

小口    23,000円 

累計                                4,837,364円 

 

 

次年度 親睦委員会   （後藤委員長） 

＜第 105回 親睦ゴルフ会のご案内＞ 

2011年 7月 26日（火）  

佐倉カントリークラブ 

 

＜第一回 二木会のご案内＞ 

2011年 7月 14日（木） 

18:00～  「まごの邸」 

 

環境委員会   （佐々木委員長） 

＜エコのレポート提出のお願い＞ 

 ご自身がどんなエコをされていますか？ 

小さな事でもかまいません。皆様のエコレ

ポートを事務局まで提出下さい。 

 

●  

本日の合計        ５３，０００円 

    累計                      ３，１０５，５１４円 

八ヶ岳親睦旅行楽し

かったです。 中瀬さん卓話楽しみにし

ております。 

清水さん、ホールイン

ワンの記念品頂きありがとうございます。

私もゴルフうまくなりたいと思っていま

すが、なかなかうまくなれません。   

頂いたボールで頑張るぞ！！

ニコニコ。 渡邊年度

の為に。 

長女・法政大の卒業

式中止。 次女・明治大の入学式中止

等で暗い日々ですが頑張ります。 

①先日の会員旅行パ

ーティ、ゴルフ皆様には大変お世話に

なりました。大いに楽しませて頂きまし

た。 

②肖像画頂き有難うございます。 

今日からクールビズに

させて頂きました。 ニコニコ。 

今日は、中瀬さんの卓

話を楽しみにしています。 中瀬さんよ

ろしくお願いします。 



創立 25周年で頂い

た肖像画が届きました。 江中会長は

じめメンバーの皆様のご厚情に改めて

感謝申し上げます。 

皆様東日本大震災義

援金ご協力有難うございました。 ニコ

ニコも宜しく。 

八ヶ岳親睦旅行楽し

かったです。 幹事の皆さん有難とうご

ざいました。 江中会長の運転で楽をさ

せてもらいました。 感謝しています。 

クールビズもかなり定

着してきました。暑い日は助かります。

ニコニコ・ニッコリ！ 

誕生日のお祝ありがと

うございます！ 

倉知さん、ニコニコ達

成おめでとうございます。 

 

 

 

● （担当責任者  浅野健太郎） 

6月 4日 (土 )～5日 (日 )にかけて八ヶ

岳へ親睦旅行に行ってまいりました。 

柴崎さんアレンジの八ヶ岳美術館ホ

テルにて、高原の新緑の中温泉につ

かり、日の暮れる前からゆったりと夕

食会を楽しみました。 電車組はサン

トリーの白洲蒸留所に寄り道し、ウィ

スキーの試飲もしてきました。 

 2 日目のヴィンテージゴルフ倶楽部

での親睦ゴルフでは、長尾さんが見

事優勝されました。 

 

 

順位 氏名 OUT IN GROSS HDCP NET 

優 勝 長尾隆義 42 45 87 14.4 72.6 

準優勝 鈴木康之 47 50 97 21.6 75.4 

3位 清水庸男 43 48 91 14.4 76.6 

4位 江中武久 51 49 100 20.4 79.6 

5位 松木昭和 44 46 90 9.6 80.4 

6位 高橋宏和 46 47 93 10.8 82.2 

7位 森本正昭 67 64 131 34.8 96.2 

8位 浅野健太郎 71 70 141 37.2 103.8 

 



 

6月 16日（木）   第２回 ＣＬＰ委員会  13:40～15:00 キャピトルホテル 2F 

            ロータリー情報委員会「新会員オリエンテーション」 

                        13:45～14:45  キャピトル 2Fサロン 

            山の手俳句の会  14:00～ キャピトルホテル 2F 

6月 23日（木）   例会休み（規定 4） 

2011～2012年度 

7月  7日（木）  卓話「新年度に向けて（仮）」  渡邊惠一郎会長エレクト 

7月 14日（木）                 卓話「パブリック・リレーションズの歴史 

― 20世紀初頭のアメリカを中心に」  米山学友 河炅珍さん 

7月 21日（木）  卓話  近藤珠實様 （山田さん紹介） 

7月 28日（木）  卓話  レイ・ウノスケ様 （宇野さん紹介） 

新旧理事・役員・委員長  観送迎夜間例会 

受付 18:00   点鐘 18:30 

ザ・キャピトルホテル東急  1F「鳳凰（西）の間」 

★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  

 

 

例会  

 

会長  

幹事  

会報委員長   

事務局員  

執行時間 

〒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 
 毎週木曜日 12:30～13:30 
ザ・キャピトルホテル東急 

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） 

江中武久 

http://www.tokyo-yamanote-rc.gr.jp/

