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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１２９３回例会プログラム 

2014年 6月 12日(木) 

 

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 ： 町田行功さん 

ビジター・ゲスト紹介・・      親睦委員会 

祝賀者・・・・・・・・・・・・・          誕生日             山崎武彦さん（15日） 

          ﾊﾟｰﾄﾅｰ誕生日         佐々木光勝さん （13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・・・・・・・・・・・・・・・         「新旧合同クラブ協議会」 

次週予告・・・・・・・・・・・          プログラム委員会 



第 1292回例会報告 

2014年 6月 5日（木） 

会員数  65名 （対象） 65名 

当日出席数   38名（58.46%） 

前回修正出席率         （87.69%） 

 

・ゲスト 

雨宮盛克さん（川合さん紹介） 

 

・特別ゲスト 

丁  美貞さん（米山記念奨学生） 

 

 

●委員会報告 

30周年準備委員会 

          （山崎良雅会長ノミニー） 

（1）祝賀会日程 

2016年 5月 22日（日） 

ｻﾞ･ｷｬﾋﾟﾄﾙﾎﾃﾙ東急 鳳凰の間 

午後 6時より 

（2）記念行事 

①「TOGETHERS仕上げ版」（仮称） 

体育館で例年の発表会＋運動会 

ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ選手の参加 

②記念旅行 

③弁論大会 

④山田 RC と連携し、記念事業 

（植樹等） 

（3）記念国際事業 

ミャンマーでの clean water project 

（日本・タイ・アメリカの合同事業） 

（4）長期在籍高齢会員の表彰 

（5）記念 DVDの製作 

 

親睦委員会        （佐藤孝委員） 

  山の手ロータリークラブのエンブレムが

出来上がりました。 既にご注文頂いた方

には順次お渡ししますが、予備が多少ご

ざいますので、ご希望の方は事務局入江

さん宛ご連絡下さい。（代金 1個 5,000円） 

 

 

●ニコニコＢＯＸ 

本日の合計                                     ３９，０００円 

    累計         ３，１０９，９６０円 

 

新井秀幸さん  先週の土曜～日曜、

白樺湖へ妻と、皆さんで一泊旅行に行

って来ました。 天気は素晴しく、楽しい

旅でした。 春日さん、北原さん、大変

お世話になりました。 

 



伊達 幹さん  上田初代会長、お話

しを楽しみにしています。 

春日正好さん  どうやら梅雨入りの様

子です。 先週末はまれに見るほどの

好天に恵まれて信州の高原をドライブ

してきました。 向う 1 ヶ月程はあのよう

な青空は望めませんが、皆さん気分よ

く 6月を乗り切りましょう。 

川合 孝さん  上田初代会長、卓話

を楽しみにしています。 ゲストの来宮

神社の宮司 雨宮盛克さん、メンバー

にどうぞお待ちしています。 

川手直明さん  初代上田会長の卓話

楽しみです。 

北原慎庸さん  上田初代会長の卓話

を楽しみにしています。 宜しくお願い

致します。 

増田靜一さん  上田初代会長のお話

しがきけて感激です。 

森本正昭さん  上田さん、卓話ご苦労

さまです。 クラブ創生当時苦労を共に

した同志として熱弁をおきかせ下さい。 

佐藤 孝さん  そろそろ梅雨入りしそ

うですが、ゴルフの時だけは晴れて欲

しいなぁ。 ニコニコ。 

 

鈴木康之さん  雨が降るのは良いで

すが、大雨はこまりますね。 

竹村潤二さん  I  HAVE  MOVED  

TO 赤坂・・・ 

瀧本 司さん  上田初代会長の卓話

を楽しみにしております。 

吉岡桂輔さん  上田初代会長、本日

の卓話よろしくお願いします。 

 

 

●卓話 

「クラブ 30周年を振り返って」 

        初代会長 上田 正昭 様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

●山の手伝言板 

                                  6月 12日（木）                理事会（新旧合同）  11：00～ 2F「橘の間」 

                      二木会  18：00～ 「まごの邸」 

                                  6月 15日（日）                親睦委員会 「モレナさん送別会」 

                  11：30～ 「三崎港 立花 本館」 

                                  6月 18日（水）                山の手手話サークル 

                             プログラム委員会新旧合同炉辺  18：00～ 「星が岡」 

                                  6月 19日（木）                山の手俳句の会  14：30～ キャピトルホテル 2F 

                                  6月 26日（木）                新旧理事・役員・委員長歓送迎夜間例会 

                   18：30 点鐘 キャピトルホテル「鳳凰の間」 

2014～2015年度 

                                  7月  3日（木）                卓話「今年度の目標について」 

                            第 29代 会長 川手直明様 

                                  7月  7日（月）                TOGETHERS慰労会  18：00～ 「神戸 梵々」 

★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   神通康夫 副委員長 

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１２９４回例会予定 [2014年 6月 19日(木)]  

祝賀者  誕生日    吉岡俊樹さん  （20日） 

                                                                                        ﾊﾟｰﾄﾅｰ誕生日   灰田美知子さん（25日） 

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

卓話                  「一年を振り返って」  吉岡桂輔会長 ・ 瀧本 司幹事 

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

