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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１２９８回例会プログラム 

2014年 7月 17日(木) 
 

点鐘・・・・・・・・・・・・・・・         川手会長 

ロータリーソング・・・・・         「山の手ロータリー讃歌」 

                                 ソングリーダー ： 江中武久さん 

ビジター・ゲスト紹介・・      親睦委員会 

祝賀者・・・・・・・・・・・・・          誕生日             山田  清さん（24日） 浅木幸三さん（30日） 

          ﾊﾟｰﾄﾅｰ誕生日         高橋悦男さん（19日） 川合  孝さん（23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・・・・・・・・・・・・・・・         「色 のふしぎ」 

                    （株）イリス 代表取締役  竹内 洋子 様 

次週予告・・・・・・・・・・・          プログラム委員会 



第 1297回例会報告 

2014年 7月 10日（木） 

会員数  64名 （対象） 64名 

当日出席数   42名（65.63%） 

前回修正出席率         （82.81%） 

 

・ビジター 

石井義興さん（東京恵比寿 RC） 

 

 

●委員会報告 

親睦委員会 二木会 (佐々木担当委員） 

  二木会、来週 17日に行います。 まだ

席にゆとりがあります。 皆様の御参加お

待ち申し上げます。 楽しい楽しい一時を

過したいですね。 

 

店名 ： ビアンカーネ（イタリアン） 

日時 ： 7月 17日木曜日 18：00～ 

場所 ： 千代田区一番町（郵便局隣） 

   半蔵門駅 5番 

   麹町駅  3番 

 

 

●ニコニコＢＯＸ 

本日の合計                                     ５３，０００円 

    累計           ２１２，０００円 

 

伊達 幹さん  川手会長・倉知幹事、

1年間よろしくお願いいたします。   

ヨーロッパの氷河の山を歩いてきまし

た。 ニコニコ。 

江武久さん  堀江さん、卓話楽しみに

しております。 

福神邦雄さん  薬業界の話ですが、こ

のところ流れが変ってまいりました。 

厳しい方向に向っている感があります。

ガンバリます。 

後藤守機さん  先週は、出席者全員

ニコニコにご協力頂きありがとうござい

ました。 皆様にご協力頂いたのだから

今日はお礼に、と江中さんに言われま

したので、喜んでニコニコ。 

 

 

徒歩 3分 



星野勇介さん  新年度が始まりました。

川手会長、倉知幹事、1年間よろしくお

願いします。 

鍜治真起さん  先日は名古屋、京都、

広島の往復を一切新幹線を使わずに

行ってきました。 どの地方も田んぼに

水が張ってあって、とってもキラキラし

ていました。 ニコニコ。 

春日正好さん  新年度に入り、漸く増

田委員長をリーダーに、我がクラブの

歴代資料・データを分析・整理する委員

会が発足します。 わがクラブの今後

のあり方にも資する活動になると思い

ます。委員のみなさんどうぞよろしく。 

川手直明さん  堀江さん、今日は卓

話楽しみに聞かして頂きます。 

西澤忠義さん  明日、愛犬ラムと箱根

に行きます。 台風が心配です。 

大川丈男さん  SAA大川でございま

す。 例会、なごやかで円滑な進行をこ

ころがけます。 皆様のご協力、宜しく

お願い申し上げます。 ニコニコ、ふる

ってお願い致します。 

佐々木光勝さん  皆様、台風には十

分注意しましょうね。 

佐藤 孝さん  7日月曜日の

TOGETHERS、打上げ・慰労会参加の

皆様お疲れさまでした。 また来年も頑

張りましょう！ 

髙村昌秀さん  一週遅れになります

が、川手会長・倉知幹事、一年間よろし

くお願いします。 堀江さん、本日の卓

話よろしくお願いします。 

横山雅也さん  川手会長、・倉知幹事、

一年間よろしくお願いします。 

吉岡桂輔さん  台風接近中・・・。  

でも今のところ影響なしに例会に出ら

れて・・・ニコニコ。 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

●山の手伝言板 

                                  7月 17日（木）                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 

                                  7月 22日（火）                30周年実行委員会炉辺  18：30～ 「ハシュハシュ」 

                                  7月 24日（木）                例会休み （規定 1） 

                                  7月 28日（月）                CSP委員会開催  18：30～ 「ハシュハシュ」 

                                  7月 31日（木）                理事会  11：00～ 例会場内 

                                  8月  4日（月）                旨い蕎麦を喰らう会  18：00～ 「あさだ」 

                                  8月  7日（木）                臨時総会（会長ﾉﾐﾆｰ指名特別委員会委員選挙） 

                      ロータリー情報委員会開催 13：45～ 「オリガミ」 

                                  8月 14日（木）                例会休み （お盆） 

                                  8月 21日（木）                卓話  毎日新聞社 編集局  

編集委員 前田 浩智様（清水庸男さん紹介） 

★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    佐藤 孝 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１２９９回例会予定 [2014年 7月 31日(木)]  

祝賀者  誕生日    佐藤 孝さん（8/3日） 日髙 修さん（8/4日） 

卓話                  「パラリンピックから学んでいること」 

           セントラルスポーツ（株） 人事部 小池 岳太様（後藤さん紹介） 

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

