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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１２７６回例会プログラム 

2014年 1月 23日(木) 
 

点鐘・・・・・・・・・・・・・・・         吉岡会長 

ロータリーソング・・・・・         「日も風も星も」 

                                 ソングリーダー ： 町田行功さん 

ビジター・ゲスト紹介・・      親睦委員会 

祝賀者・・・・・・・・・・・・・          ﾊﾟｰﾄﾅｰ誕生日 沖 正一郎さん    （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 

卓話・・・・・・・・・・・・・・・         「〝和食〟世界遺産登録において」 

                         (有)九兵衛 代表取締役 今田 洋輔 様 

次週予告・・・・・・・・・・・          プログラム委員会 



第 1275回例会報告 

2014年 1月 16日（木） 

会員数  66名 （対象） 66名 

当日出席数   49名（74.24%） 

前回修正出席率         （89.23%） 

 

 

●入会式 

  宮﨑公子さん（灰田さん紹介） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●委員会報告 

親睦委員会 ゴルフ  （髙村担当委員） 

①3/5（水）の山の手東・西合同ゴルフ予

選会準備委員会の炉辺を、1/22（水）

18：00より行ないます。 

②3/19（水）親睦ゴルフ会を我孫子ゴルフ

倶楽部にて行います。 次週案内を配

布します。 

 

広報/会報 HP委員会 

              （吉岡俊樹委員長） 

  ホームページ上の会報について、 

当クラブのインターネットホームページに

は、会報を見ることができるページがあり

ます。 

例会当日の朝には掲載されています。 

今後の予定は、会報をご覧いただくのが

最も早い方法です。 どうぞご利用くださ

い。 

 

新世代委員会       （市川委員長） 

  2/6（木）トークイベントのタイムスケジュ

ールを発表いたします。 併せて次週、当

イベントへの出欠確認をしたい旨、予告さ

せていただきました。 

 

次年度幹事報告      （倉知副幹事） 

  次年度の委員長会議について、 

2014年度～2015年度、川手会長年度の

委員長会を、1月 30日（木）13時 45分よ

り赤坂ツインタワーの会議室にて実施い

たします。 

次年度日程と行事予定をご説明申し上げ

ますので、ご参加下さい。 詳細は、事務

局よりご連絡致します。 

 

 

●ニコニコＢＯＸ 

本日の合計                                     ８０，０００円 

パクパクポット                  １，０００円 

    累計         １，８９４，８６０円 

 

新井秀幸さん  誕生日を祝って頂きあ

りがとうございます。 今年で六四才に

なり、来年は年金受給者になります。

今後共、宜しくお願いします。 

福神邦雄さん  小さな事で一喜一憂し

ています。 まだまだ人間ができていま

せん。 

 

 

 



灰田美知子さん  宮﨑さんようこそ！ 

弘田明成さん  今年初めての例会で、

仲間達の元気なお顔を見て、今日も参

加して良かったと思います。 

飯塚 孝さん  前回欠席しました。 

あらためて新年のご挨拶を申し上げま

す。 本日は誕生日のお祝い、ありがと

うございます。 今年も適度に遊んでい

ただければ幸いです。 

鍜治真起さん  市川さん、山田さん、

連続でドタキャンしてごめんなさい。 

今日はザンゲしながらニコニコします。 

川合 孝さん  大谷さん、京都から

わざわざお越し頂きありがとうござ

います。 卓話と演奏を楽しみにし

ています。 

増田靜一さん  カミさんの誕生日の赤

いバラどうもありがとうございました。 

チョーうれしがってました。 

松原俊夫さん  おくればせながら今年

もよろしくお願い申上げます。 

 先日、近くの小学校の 6年生のカルタ

会にいきました。 1人で 50枚とったこ

どもがいておどろき。 

森本正昭さん  新年おめでとうござい

ます。 年令を重ねていますが、本年も

よろしく。 

佐藤 孝さん  寒中御見舞申し上げ

ます。 

清水庸男さん  カミさんの誕生祝の花

をありがとうございました。お礼が一週

遅くなりましたが、うっかりしてました。 

鈴木康之さん  大谷さん、本日の卓

話楽しみにしています。 

髙橋悦男さん  おめでとうございます。

正月はふるさとでのんびりしてきました。

本年もよろしくお願いします。 

瀧本 司さん  大谷さん、卓話を楽し

みにしております。 

植田玄彦さん  新年おめでとう御座い

ます。 本年も宜敷くお願い致します。

私は本年の九月で 80才になるのを期

に現役を引退して、相談役になる予定

にしています。 その後もロータリーに

出席するのかどうするのか未定です。 

山崎武彦さん  さむいですね！ おか

らだに気をつけて！ ニコニコ。 

吉岡桂輔さん  大谷さま、本日の卓話

よろしくお願いします。 

吉岡俊樹さん  今日、健康診断に行

ってきました。 3週間後に結果が出る

までドキドキです。 

 

 

●卓話 

「源氏物語と紫式部」 

    （財）本願寺維持財団参議 

       「蓮如の道を歩む会」 

         会長 大谷 祥子 様 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

●山の手伝言板 

                                 1月 23日（木）            TOGETHERS実行委員会 ミーティング 

                13：45～ 「TKP赤坂ﾂｲﾝﾀﾜｰ東館 10B」 

                                 1月 30日（木）           次年度委員長会 

                13：45～ 「TKP赤坂ﾂｲﾝﾀﾜｰ東館 10A」 

                                 2月           6日（木）              新世代委員会 「トークイベント」  13：00～ 例会場内 

                理事会 11：00～ 例会場内 

                                 2月 13日（木）            卓話 青少年交換来日生 モレナ・カルデロンさん 

                     二木会  18：00～ 「まごの邸」 

                                 2月 19日（水）             TOGETHERS会場下見会  16：00～ 「めぐろﾊﾟｰｼﾓﾝﾎｰﾙ」 

                                 2月 26日（水）・27日（木）             「地区大会」  ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ新高輪「飛天の間」 

                                 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  岩瀬 力 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１２７７回例会予定 [2014年 1月 30日(木)]  

 

祝賀者  誕生日    生駒昌太郎さん（2/2日） 

             ﾊﾟｰﾄﾅｰ誕生日   川手直明さん  （2/1日） 渡辺彰敏さん（2/2日） 

       結婚記念日   小野佐千夫さん（2/1日） 福神邦雄さん（2/4日） 

 

卓話   「イニシエーションスピーチ」    宮﨑公子さん 

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

