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2011 年 6 月 16 日（木）

本日は、我がクラブ会員のオペラ歌手

会員数

岡村喬生会員の代理で、イタリアでの

61 名（対象） 60 名

当日出席数

37 名（60.66%）

前回修正出席率

（85.25%）

オペラのご紹介に参りました。 よろしく
お願いします。
八ヶ岳は爽かな楽しい
時でした。 柴崎さん、浅野さんお世話

古木謙三さん（東京世田谷南 RC）

様でした。
今日も楽しい一日であ

木頃 泉さん（柴崎さんゲスト）

りますように。
会長、幹事、理事の皆
様、一年間ご苦労さまでした。 6/30 に

●

出席できなくて残念です。

東日本大震災復興委員会

吉岡さん社会奉仕委
（清水委員長）
員会炉辺ご苦労様でした。 有難うござ

＜義援金 現況報告＞
います。 飯塚さん二次会ごちそう様で
6/16 付

150,000 円

小口

10,000 円

累計

4,997,364 円

した。
江中会長、格調高い
卓話楽しみにしています。
昨日の社会奉仕委員
会の次年度炉辺にご参加の皆様、あり

●
本日の合計
累計

２９，０００円
３，１３４，５１４円

がとうございました。 おかげ様で、大
変勉強になりました。 ニコニコ。

●
日

時

2011 年 6 月 9 日（木） 13:30～15:00

場

所

ザ・キャピトルホテル東急

出席者

2F 「藤の間」

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

議

題

１） 入会の件
川手直明さん推薦の佐々木光勝さんの再入会を承認いたしました。
２） 退会の件
青山拓夫さんより退会届が提出され、退会を承認いたしました。

●
日

時

2011 年 6 月 16 日（木） 13:40～15:00

場

所

ザ・キャピトルホテル東急

委

員

江中武久。片岡 鄕。渡邊惠一郎。川手直明。星野勇介。清水庸男。

Ｌ階「オリガミ」

日野正紀。磯野道造。
〈報 告〉
当委員会は下記事項を審議して結論を得たので報告します。
記
１、 創立 30 周年の年までに会員数 80 名に増強することを目標とする。
２、 新入会員の増強を念頭において入会金を軽減することの是非について検討すべき
である。
３、 組織の簡素化、即ち委員会数を少なくして実効をあげるべきである。
４、 理事会等に新入会員をオブザーバーとして出席させた方がよい。
５、 親睦を深めるため、炉辺を増やしてクラブを活性化させるべきである。
６、 奉仕活動は毎年 3 件位が適当である。
以上

祝賀者

卓話

誕生日

今井直廣さん（8 日）

夫人誕生日

生駒昌太郎さん（1 日） 山崎武彦さん（5 日）

「新 年 度 に向 けて」

13:45～

倉知英行さん（9 日）

渡邊惠一郎会長

7 月 7 日（木）

理事会

2F 「橘の間」

7 月 12 日（火）

旨い蕎麦を喰らう会

7 月 14 日（木）

卓話 「パブリック・リレーションズの歴史

18:30～ 二子玉川「九つ井」

― 20 世紀初頭のアメリカを中心に」

米山学友 河炅珍さん

二木会 18:00～ 赤坂「まごの邸」
7 月 21 日（木）

卓話 「恐るべし！マナーの威力！」 近藤珠實様 （山田さん紹介）

7 月 26 日（火）

第 105 回親睦ゴルフ会 千葉県「佐倉カントリー倶楽部」

7 月 28 日（木）

卓話

レイ・ウノスケ様 （宇野さん紹介）

★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
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