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●第 1230回例会報告 

ROTARY  

CLUB OF 

TOKYO 

YAMANOTE 

2013/2014 

ENGAGE  ROTARY,   

CHANGE  LIVES 

RI会長 ： ロン D. バートン 
 

MAKING DREAMS COME TRUE  

BEYOND GENERATIONS 

会長 ： 吉岡桂輔 

第１２６１回例会プログラム 

2013年 9月 5日(木)  ガバナー補佐訪問 

 

点鐘・・・・・・・・・・・・・・・         吉岡会長 

今週の歌・・・・・・・・・・・         「君が代」 

ロータリーソング・・・・・         「我 らの生業 」 

                                 ソングリーダー ： 生駒昌太郎さん 

ビジター・ゲスト紹介・・      親睦委員会 

祝賀者・・・・・・・・・・・・・         誕生日           植田玄彦さん （14日） 

                弘田明成さん （15日） 

          ﾊﾟｰﾄﾅｰ誕生日   磯野道造さん （10日） 

会長報告・・・・・・・・・・・        吉岡会長 

委員会報告・・・・・・・・・        各委員会・同好会  

幹事報告・・・・・・・・・・・        瀧本幹事 

ニコニコ発表・・・・・・・・           ＳＡＡ 

卓話・・・・・・・・・・・・・・・         「山田町の商工業の復興について」 

                   山田ロータリークラブ パスト会長  阿部 幸栄 様 

次週予告・・・・・・・・・・・          プログラム委員会 



第 1260回例会報告 

2013年 8月 29日（木） 

会員数  66名 （対象） 66名 

当日出席数   39名（59.09%） 

前回修正出席率         （89.39%） 

 

・ビジター 

小谷達雄さん （京都 RC） 

宗万  裕さん （東京日本橋西 RC） 

 

・特別ゲスト 

Ms. Morena Calderon Matar 

          （青少年交換来日生） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●委員会報告 

地域社会/環境委員会 （北原副委員長） 

  本日、2013土と遊ぶのご案内を同封し

ました。 9月16日松原農園で行ないます

ので、ご参加・ご協力を宜しくお願い致し

ます。 

昨年と同様、児童養護施設東京育成園

の子供達を招待します。 

 

 

●ニコニコＢＯＸ 

本日の合計                                      ４８，０００円 

    累計           ５６７，０００円 

 

福神邦雄さん  我家では赤んぼを連

れた娘が里帰りをしていて、にぎやか

です。 

星野勇介さん  メキシコからの留学生

モレナ・カルデロンさん、1年間よろしく

お願いします。 

生駒昌太郎さん モレナさん、

WELLCOME TO JAPAN 

 早く日本になれて下さい。 

 

 



春日正好さん  萩尾さん、本日の卓

話を楽しみにしております。 よろしくお

願いします。 

北原慎庸さん  今日は東京日本橋西

ロータリークラブの前会長、宗万さんを

お迎え出来てうれしく思っています。       

ニコニコ！！ 

増田靜一さん  高橋悦男さんの青ダ

スキ、カッコイイー！！ 

大川丈男さん  本日、北原さんとわた

くしの友人、宗万 裕さんがメイキャップ

にいらして戴きました。大歓迎です。 

楽しんで下さい。 

里内俊夫さん  近頃のテレビコマーシ

ャル、長すぎると思いませんか？    

コレデモカ、コレデモカと続く CMに皆さ

まもうんざりされているのではありませ

んか？ 

鈴木康之さん  江中さん、先夜は家ま

で送って頂きありがとうございました。

でも相変らず運転がうまいですねえ！ 

山崎武彦さん  お久しぶりです。   

バッチもなく今買いました！ ニコニコ。 

 

吉岡桂輔さん  萩尾信也様、本日の

卓話、楽しみにしております。 

 モレナさん、来日を歓迎いたします。 

皆で応援いたしましょう。 

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員会 川合さん  27日プロ

グラム委員会、炉辺後メンバーの志で

す。 11月 8日に 2回目の炉辺を開き

ます。 2回目は若い会員にも加わって

もらいたいと考えています。 委員長か

ら声をかけますのでよろしく。 

 

 

●卓話 

「心 を聴 く」 

     毎日新聞社編集局 社会部 

         編集委員  萩尾 信也 様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

●山の手伝言板 

                                 9月  5日（木）             理事会  11：00～ 例会場 

                                 9月  9日（月）               30周年準備委員会 炉辺 

                     18：30～ 渋谷「ハシュハシュ」 

                                   9月 11日（水）              山の手 手話サークル 

                                   9月 12日（木）              例会はお休み （9/16 土と遊ぶに振替の為） 

                                 9月 16日（月祝）       地域社会/環境委員会 「土と遊ぶ」  11：00～ 松原農園 

                                   9月 18日（水）              第 113回親睦ゴルフ会 

                     相模原ゴルフクラブ 西コース 

                                   9月 19日（木）              山の手 俳句の会  14：30～ キャピトルホテル 2F 

                                   9月 26日（木）              卓話「当世アニメ事情（仮）」 

                         (株)AT-X  中村直樹 様（瀧本さん紹介） 

                         10月  3日（木）             例会休み（規定 2） 

 

 
★山の手ロータリーのホームページ 

http://www.tokyo-yamanote-rc.gr.jp/           今週の担当  髙村昌秀 委員 

東京山の手ロータリークラブ 
事務局  

 

 

例会  

 

会長  

幹事  

会報・HP委員長  

事務局員  

執行時間  

〒107-0051  港区元赤坂 1-1-7 オリエント赤坂モートサイドビル 708号室 
電話 6459-2640  FAX 6459-2641 
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 

瀧本  司 

吉岡俊樹 

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） 

吉岡桂輔 

●第１２６２回例会予定 [2013年 9月 19日(木)] 

祝賀者  誕生日        モレナ・カルデロンさん （23日） 

             ﾊﾟｰﾄﾅｰ誕生日      吉岡桂輔さん （22日） 

       結婚記念日      市川  隆さん （21日） 鍜治真起さん （22日） 

卓話              「イニシエーションスピーチ」 

                  吉岡俊樹会員  福元恒徳会員 

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

