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●第 1230回例会報告 

ROTARY  

CLUB OF 

TOKYO 

YAMANOTE 

2014/2015 

LIGHT UP ROTARY 

RI会長 ： ゲイリー C.K. ホァン 
 

LET’S THE HOSPITALITY TO 

FORM A CIRCLE 

会長 ： 川手直明 

第１２９６回例会プログラム 

2014年 7月 3日(木) 
 

点鐘・・・・・・・・・・・・・・・         川手会長 

今週の歌・・・・・・・・・・・        「君が代」 

ロータリーソング・・・・・         「日も風も星も」 

                                 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             倉知英行さん  （9日） 高橋悦男さん（9日） 

          ﾊﾟｰﾄﾅｰ誕生日         生駒昌太郎さん （1日） 山崎武彦さん（5日） 

祝賀者・・・・・・・・・・・・・           結婚記念日                         高橋悦男さん    （7日） 

会長報告・・・・・・・・・・・        川手会長 

委員会報告・・・・・・・・・        各委員会・同好会  

幹事報告・・・・・・・・・・・        倉知幹事 

ニコニコ発表・・・・・・・・           ＳＡＡ 

卓話・・・・・・・・・・・・・・・         「今年度の目標について」 

                          第 29代 会長  川手 直明 様 

次週予告・・・・・・・・・・・          プログラム委員会 



第 1295回例会報告 

2014年 6月 26日（木） 

新旧理事・役員・委員長歓送迎夜間例会 

会員数  65名 （対象） 65名 

当日出席数   36名（55.38%） 

前回修正出席率         （84.62%） 

 

・ゲスト 

サミュエル・ギルバートさん 

             （川合さんゲスト） 

 

 

●会長賞・幹事賞バッチ贈呈 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●2013～2014年度 

   皆出席者記念品贈呈 

       (新井出席委員長) 

＜25年皆出席＞ 

新居英一さん 

 

＜5年皆出席＞ 

川合 孝さん 

 

＜1年皆出席＞ 

新居さん  新井さん  江中さん 

後藤さん  星野さん  市川さん 

飯塚さん  神通さん  春日さん 

川合さん  川手さん  北原さん 

倉知さん  増田さん  森本さん 

西澤さん  大川さん  小野さん 

佐藤(孝)さん                  里内さん 

清水(庸)さん                  髙村さん  竹村さん 

瀧本さん  山田さん   

山崎(良)さん                 吉岡(桂)さん 

 

 

●木槌引継ぎ式 

 (吉岡会長から川手エレクトへ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



●ニコニコＢＯＸ 

本日の合計                                    １３２，２２０円 

パクパクポット         ８２０円 

    累計         ３，３３０，０００円 

 

福神邦雄さん  このところ公私共に忙

しい思いをしております。 ハラハラドキ

ドキがよいです。 

後藤守機さん  吉岡会長・瀧本幹事、

一年間本当にお疲れ様でした。 思い

出に残る素晴しい年度でしたね。 川

手さん、倉知さん、いよいよですね。 

明るく、楽しく、元気ある年度になります

よう祈っています。 

灰田美知子さん  今年度、お世話に

なりました。 ニコニコ。 

弘田明成さん  吉岡会長、瀧本幹事、

一年間お疲れ様でした。 万難を排して

駆けつけました。 ニコニコ。 川手新

会長、倉知新幹事よろしくお願いしま

す。 

星野勇介さん  吉岡会長・瀧本幹事、

1年間おつかれ様でした。 川手さん・

倉知さん、次年度よろしくお願いしま

す。 

市川 隆さん  吉岡さん、瀧本さん、1

年間ありがとうございました。 素晴し

い年度でしたね！！ ニコニコ。 

生駒昌太郎さん  吉岡会長、瀧本幹

事、1年間ご苦労様でした。 おかげで

ニコニコな 1年でした。 

 

神通康夫さん  28周年歓送迎夜間例

会おめでとうございます。 吉岡会長、

瀧本幹事、一年間おつかれさまでし

た。 

春日正好さん  吉岡さん、瀧本さん、1

年間のお役目ご苦労様でした。 点鐘

の槌を次年度会長に手渡すときの気持

ちは格別のものだと思います。 これか

らはゆっくりして下さい。 川手さん、倉

知さんどうぞよろしく。 

川合 孝さん  吉岡会長、瀧本幹事、

一年間ご苦労様でした。 私にとって大

いに有意義な一年間を、ありがとうござ

いました。 少しゆっくりロータリーライ

フを楽しんで下さい。 

川手直明さん  吉岡会長・瀧本幹事、

1年間ご苦労様でした。 充実した良い

一年でした。 

倉知英行さん  吉岡会長、瀧本幹事、

一年間ご苦労様でした。 

増田靜一さん  吉岡会長、瀧本幹事

さんをはじめとして、メンバーの皆さん、

ホテルの皆さん、今年度も楽しかったで

す。 

松原俊夫さん  理事・役員、並びに各

委員長の方々、一年間ご苦労さまでし

た。 

松木昭和さん  吉岡会長、瀧本幹事、

ご苦労様でした。 

 

 

 



森本正昭さん  ①歓送夜間例会の盛

会を祝して。 

②亀井さん、ワインの会再開ありがとう

ございました。 久し振りに美酒に酔い

ました。 

小野佐千夫さん  会長、幹事、理事、

役員の皆様、御苦労さまでした。 感謝

しています。 新年度の皆様、よろしく

お願いします。 

佐々木光勝さん  楽しかった。吉岡・

瀧本年度、ありがとうございました。  

ご苦労様でした。 川手年度も宜しくお

願い申し上げます。 

佐藤 孝さん  吉岡会長、瀧本幹事、

一年間ありがとうございました！ 川手

年度スタートしますが、また盛り上げま

しょう！！ 

清水庸男さん  吉岡会長、瀧本幹事、

長い間お世話になりました。 それなり

に楽しい一年でした。 

鈴木康之さん  今週は一年で一番昼

が長く、夜が一番短いときですね。  

私は夜が一番長いときが好きです。

ワケ
・ ・

は言えません。 

髙木保男さん  吉岡会長、役員の皆

さん、ご苦労様でした。 

高橋悦男さん  会長さん、役員の皆さ

ん、一年間ご苦労様でした。 

竹村潤二さん  吉岡会長、瀧本幹事、

お疲れ様でした。 

瀧本 司さん  最終回ニコニコ？ 

山田 清さん  吉岡会長、瀧本幹事、

ほんとうにお疲れ様でした。 要請によ

り私の生け花をそえさせていただきまし

た。 

山崎良雅さん  吉岡会長、瀧本幹事、

1年間御苦労様でした。 素晴しい 1年

でした。 7月からは、ゆっくり例会の食

事を楽しんで下さい。 

横山雅也さん  吉岡会長、瀧本幹事、

一年間おつかれさまでした。 

吉岡桂輔さん  皆様 1年間、瀧本幹

事ともども本当にお世話になりました。

心から感謝いたします。 川手さん、倉

知さん、次年度よろしくお願いいたしま

す。 

吉岡俊樹さん  ①吉岡会長、瀧本幹

事、一年間おつかれさまでした。 色々

とご指導くださり、ありがとうございまし

た。 

②ホームページからフェイスブックに連

結します。 ありがとうございます。 

③私事ですが、次男が 6/22に結婚式を

挙げました。 

入江浩子さん  吉岡会長、瀧本幹事、

一年間お世話になりました。 ありがと

うございました。 また、会員の皆様も

たくさんのご協力ありがとうございまし

た。 川手年度も、どうぞよろしくお願い

いたします。 



●第二部  懇親会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  



 
 
 
 
 
 

●山の手伝言板 

                                  7月  3日（木）                理事会  11：00～ 例会場内 

                       クラブ協議会  13：45～ 2F「藤の間」 

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

                                  7月 15日（火）                青少年交換来日生 モレナ・カルデロンさん帰国 

                                  7月 16日（水）                山の手手話サークル 

                                  7月 17日（木）                卓話 「色のふしぎ」 竹内 洋子様（山田さん紹介） 

                       二木会  18：00～ 「ビアンカーネ」 

                    山の手俳句の会  14：30～ キャピトルホテル 2F 

★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    吉岡俊樹 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 

倉知英行 

佐藤 孝 

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） 

川手直明 

●第１２９７回例会予定 [2014年 7月 10日(木)]  

祝賀者  誕生日    崎山 收さん（16日） 

卓話                  「アジア各国訪問所感」 

             ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝｻｯｸｽ証券（株） ｱｼﾞｱ投資調査部 

                   総括  堀江 伸 様（髙村さん紹介） 

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

