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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１２７３回例会プログラム 

2013年 12月 19日(木)   忘 年 ・ 家 族 夜 間 例 会  
 
点鐘・・・・・・・・・・・・・・・         吉岡会長 

ロータリーソング・・・・・         「我らの生業」 

                                 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    清水  毅さん   （26日） 吉岡桂輔さん   （27日） 

ﾊﾟｰﾄﾅｰ誕生日 黒岩智行さん（24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 

次週予告・・・・・・・・・・・          プログラム委員会 
 
 
第二部   懇親パーティー 

司会・進行   ・・・・・・・・・・      親睦委員会  中田成徳さん、佐藤 孝さん 

乾杯・会食 

出演 ・・・・・・・・・・・・・・      福囿正志さん御子息による “ジャズバンド演奏” 

           春日正好さんによる “クラシックギター演奏” 

ビンゴゲーム 

閉会の挨拶 

手に手つないで ・・・・  新井秀幸ソングリーダー 



第 1272回例会報告 

2013年 12月 12日（木） 

会員数  65名 （対象） 65名 

当日出席数   40名（61.54%） 

前回修正出席率         （89.23%） 

 

・ビジター 

佐々木 紀さん（能美 RC） 

齊藤   治彦さん（東京赤坂 RC） 

 

・ゲスト 

日高  修さん（清水毅さん紹介） 

 

 

 

●委員会報告 

震災復興支援委員会   （大川委員長） 

  ＜2013-2014年度 

     希望の風奨学金 募金報告＞ 

 

前回までの合計      ２１２，０００円 

 12/12 例会                  ２２，０００円 

累 計                 ２３４，０００円 

 

 ＜2013-2014年度 

    DAYS被災児童支援 募金報告＞ 

 

前回までの合計      １２７，０００円 

 12/12 例会                   ２０，０００円 

累 計                         １４７，０００円 

 

 

 

 

地域社会/環境委員会 土と遊ぶ 

              （北原実行委員長） 

  土と遊ぶに招待した東京育成園のクリ

スマス礼拝が、12月 25日に行なわれま

す。 参加出来る人は事務局の入江さん

に連絡して下さい。 

又、東京育成園のクリスマス礼拝への義

援金をお願いいたしたく、募金箱を廻しま

すのでお気持をよろしくお願いします。 

 

地域社会/環境委員会 TOGETHERS 

            （浅野健太郎委員長） 

  本日13：45からTOGETHERS実行委員

会が行われます。 

 

 

●同好会 

旨い蕎麦を喰らう会   （山崎良雅会員） 

  16日（月）に「旨い蕎麦を喰らう会」を開

催します。 皆様、是非御出席ください。 

 

 

●ニコニコＢＯＸ 

本日の合計                                     ４６，０００円 

    累計         １，４９８，８６０円 

 

後藤守機さん  早いですね！！   

今年も 12/19の忘年家族夜間例会を

残すのみとなりました。 来年こそ！！ 

神通康夫さん  先週、私の代わりに息

子が例会におじゃまして、ありがとうご

ざいました。 大変楽しかったとよろこ

んでいました。 ニコニコ！ 

 



春日正好さん  だいぶ寒さが増してき

ました。 みなさん、体調管理に一層留

意をしましょう。 カゼを引かなければ、

いつもニコニコですね。 

川合 孝さん  G.M.ナイルさん、卓話

ありがとうございます。 浅井企画の

佐々さん、ご苦労様です。 

増田靜一さん  佐藤孝さんに、昨夜カ

ラオケにつれていっていただきました。  

その代金です。 どうもありがとうござい

ました。 手話サークルの二次会で、ど

うしても受取ってくれませんでしたァー。

楽しかったァー！！ 

大川丈男さん  師走です。 皆様、

2013年を有意義に楽しくお過し下さい。

そして、来たる年、さらに良い年をお迎

え下さい。 この一年、大変お世話にな

りました。 ありがとうございます。 

佐藤 孝さん  昨夜、年内最後の手

話サークルが開催されました。 手話も

さる事ながら、その後のお酒・カラオケ

も楽しく、心地良い時間を過ごす事が

出来ました。 増田さん、川手さん、清

水さん、星野さん、ありがとうございまし

た！ 

里内俊夫さん  仕事で沖縄と台湾 13

日間の旅、ゆうべ東京着。ヒヤーッ

寒い寒い。 考えてみれば御用納め

まであと 2週間、寒いのは当り前。

急げ！頑張れ！モタモタするな！ 

天から亡父(86才)の声。 

清水康男さん  昨日は手話サークル

の忘年会、楽しかったです。 佐藤さん、

ごちそうさまでした。 

鈴木康之さん  R.Cに出席するとボケ

防止になりますよ。 みんな元気で新年

を迎えましょう。 

髙木保男さん  忘年会欠席の為、早

めの年末ごあいさつ。 

 今年は大変お世話になりました。   

皆さん、来年もよろしく。 

髙村昌秀さん  忘年会シーズンです。

飲み過ぎに注意しましょう。 

瀧本 司さん  G.M.ナイル様、卓話を

楽しみにしております。 

吉岡桂輔さん  本日、卓話の G.M.ナ

イル様、インドの話、楽しみにしており

ます。 よろしくお願いします。 

吉岡俊樹さん  寒くなってきましたね。

古傷のヒザが痛みます。 皆様もどうぞ

温かくなさってください。 

 

 

●卓話 

「日印、友好・親善・合体」 

    ナイルレストラン オーナー 

            G.M.ナイル 様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

●山の手伝言板 

                         12月 19日（木）              山の手俳句の会 14：30～ キャピトルホテル 2F 

                         12月 26日（木）               例会お休み （年末） 

                         12月 26日（木）～1月 5日（日）  事務局 冬期休暇 

2014年 

                                 1月  2日（木）      例会お休み （年始） 

                                 1月  9日（木）       新年賀詞交歓会 

                 理事会  11：00～ 例会場内 

                          1月 17日（金）～1月 19日（日）  草津スキーツアー 「シーダ―ロッジ泊」 

                                 3月  5日（水）       山の手東・西グループ 親睦ゴルフ地区予選会 

                  相模ゴルフクラブ 

                                 3月 19日（水）       第 115回 親睦ゴルフ会  我孫子ゴルフ倶楽部 

★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  大川丈男 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１２７４回例会予定 [2014年 1月 9日(木)] 

新 年 賀 詞 交 歓 会  

 祝賀者  誕生日         上田正昭さん （1日） 黒岩智行さん  (2日) 

  中嶋洋一さん （3日） 松木昭和さん  (4日) 

   髙村昌秀さん （6日)   福囿正志さん（13日） 

祝賀    ﾊﾟｰﾄﾅｰ誕生日              清水庸男さん  （3日）           里内俊夫さん           （5日） 

                         増田靜一さん   （10日） 髙村昌秀さん（12日） 

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

