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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１３０１回例会プログラム 

2014年 8月 21日(木) 

会員増強拡大夜間例会  
 
 

点鐘・・・・・・・・・・・・・・・         川手会長 

ロータリーソング・・・・・         「それでこそロータリー」 

                                 ソングリーダー ： 山田 清さん 

ビジター・ゲスト紹介・・      親睦委員会 

祝賀者・・・・・・・・・・・・・          誕生日             伊達  幹さん（24日） 中田成徳さん（26日） 

          ﾊﾟｰﾄﾅｰ誕生日         山田  清さん （24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 

食事～歓談 

卓話・・・・・・・・・・・・・・・         「安倍政権の『秋の陣』」 

                      毎日新聞社 編集局 編集員 前田 浩智 様 

次週予告・・・・・・・・・・・          プログラム委員会 

増強拡大企画・・・・・・・          竹村委員長 

閉会点鐘・・・・・・・・・・・          川手会長 



第 1300回例会報告 

2014年 8月 7日（木） 

会員数  63名 （対象） 63名 

当日出席数   42名（66.67%） 

前回修正出席率         （82.54%） 

 

・ビジター 

髙田知佳さん（タイ・バンラック RC） 

 

 

●委員会報告 

親睦委員会 旅行    (川合担当委員） 

  11月 14日（金）～15日（土）、親睦旅行

を開催いたします。 

＜14日（金）＞ 

東京駅    京都駅    トロッコ嵯峨駅 

   トロッコ亀岡駅  (保津川下り)   嵐山 

   京都東急ホテル着    京大和（夕食・

宴会） 

＜15日（土）＞ 

東本願寺 東山浄苑内 六條山内 黒書

院にて、東本願寺裏方による箏の演奏と

お話。 

旅行参加費は 130,000円程です。 

参加人数は、30名限定です。 

米山奨学委員会      (生駒委員長） 

  米山梅吉記念館の維持費の寄附を例

年箱を廻してお願いしていましたが、今年

度はクラブよりまとめて送金する事にしま

した。 

 

会員増強維持委員会   (竹村委員長） 

  8/21は会員増強夜間例会です。 

会員にふさわしいと思われる方を御同伴

下さい。 

 

ロータリー情報委員会   (山田委員長） 

  情報委員会炉辺を例会終了後「オリガ

ミ」にて行ないますので、該当する方々お

集り下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 



ドキュメント整理委員会 (増田担当委員） 

  7月 17日（木）11：00～ 委員会開催 

  生駒・竹村・星野・大川・上田・春日・増

田、副委員長に生駒さんを選出。 

1）まずとにかく資料を集めることを決定。 

皆さんの所に保存してあるロータリーに

関する資料を持参してください。 

（例）書類、名簿、映像、写真、ビデオ、契

約書、担当した委員会の資料等々です。 

整理はしなくてもかまいません。 そのま

ま持参してください。 

提出の際、できましたらお名前を書い

てください。 

返還希望の方はその旨お書きくださ

い。 

整理する時間がない方はそのまま持参

してください。 

集め方は、 

①次週から例会に受付をおきます。 

②委員に渡してください。 

③事務局に送ってください。 

入江さんは例会日は忙しいので渡さない

でください。 

 

 

震災復興支援委員会  （灰田委員長） 

＜2014-2015年度 

       希望の風奨学金 募金報告＞ 

前回までの合計            ６７，０００円 

             （前回の訂正です。） 

        例会                ３１，０００円 

計                     ９８，０００円 

 

＜2014-2015年度 

    DAYS被災児童支援 募金報告＞ 

前回までの合計                     ５６，０００円 

             （前回の訂正です。） 

        例会                ３５，０００円 

計                     ９１，０００円 

 

 

 

 

 

 

 

 



●ニコニコＢＯＸ 

本日の合計                                     ９２，０００円 

パクパクポケット                                          ２円 

    累計           ４４７，００２円 

 

江中武久さん  暑中御見舞申し上げ

ます。 

福神邦雄さん  このところ私的な事で

忙しい日々を送っています。 

福囿正志さん  毎日、暑いですね。 

皆様、体調に御気を付け下さい！！ 

弘田明成さん  いつもは見つめられて、

ニコニコしてましたが、今日は皆にウイ

ンクしてニコニコしてもらいましょう。 

星野勇介さん  バンラックロータリーク

ラブの髙田さん、ようこそお越し下さい

ました。 楽しんで行って下さい。 

飯塚 孝さん  残暑見舞いは早すぎ

ますね。 70肩がようやくなおりました。 

神通康夫さん  先日軽井沢でゴルフ

を楽しんできました。 最近、大タタキが

多いのですが、この日は調子が良く、 

1 ラウンド 79回で上がりました。 久し

ぶりですごくうれしかった。 ニコニコ！ 

川合 孝さん  久し振りに出席いたし

ました。 山の手 RCは「ふるさと」のよ

うです。 

川手直明さん  大川さん、例会の司

会有りがとうございます。 

増田靜一さん  暑中お見舞いです。 

暑さで脳みそとけて文面が浮かびませ

ん。 

松原俊夫さん  立秋です。 あついあ

つい。 

大川丈男さん  SAA大川です。 本日

もたまらない暑さの最中、例会ご出席

ありがとうございます。 つつがなく、例

会の進行、宜しくご協力の程お願い申

し上げます。 

佐藤 孝さん  今週末から北海道旅

行に行って来ます。 台風が心配です

が、日頃の行いで何とかなるでしょう！

うーん、なってくれ！ 

里内俊夫さん  8月 4日（月）『旨いそ

ばを喰らおう会』浅草橋あさだで開かれ

た。名付親は幡野さん、世話人代表は

次期会長の山崎良雅さん、数えてもう

20年か、1年に 6回としても 120回を越

す。毎度異なるそばの名店を調べ、舌

見をして、これなら OKだと予約して来

て下さる山崎さんに謹んで最敬礼。  

次回は新そばですネ。 

 

 



鈴木康之さん  我が家族は 8月 2日

が孫娘、8月 8日が孫息子、8月 15日

が妻の誕生日です。 目出たい月です

が、8月 15日は日本の敗戦記念日で

す。 私にとっては？ですかねえ。   

8月 15日が！ 

高橋悦男さん  一週間ほど軽井沢へ

行ってきました。 浅間山の噴火跡へ

行って、村中が火山灰に埋まったあと、

神社の石段だけが残っていました。 

  炎白や石段残る噴火跡   悦男 

髙村昌秀さん  今日は久し振りにネク

タイを締めました。 暑いです。 

竹村潤二さん  ①生まれて初めてソン

グリーダーとやらをさせて頂きました。

②新井秀幸さん、素敵な奥湯河原の別

荘に泊めて頂きありがとうございまし

た。 

植田玄彦さん  家内 78才の誕生日が

12日です。 最近夏バテして元気がな

いので、早く涼しくなって欲しいと思って

います。 

吉岡桂輔さん  ゆっくり歩く、木陰げや

建物の中を通る・・・。 暑い日にロータ

リーに来る。 コツですネ。 

 

 

吉岡俊樹さん  今月は、今日 1回しか

出席できず申し訳ないし、皆さんに会え

なくてさびしいし。 その分、ニコニコに

貢献します。 

 

 

●臨時総会 

「会長ノミニー指名特別委員会 

                 委員選挙」 

         山崎良雅 会長エレクト 

  8月 7日（木）の臨時総会にて委員選挙

が行われ、清水庸男さん、神通康夫さん、

川合孝さん、竹村潤二さんが選出されま

した。 従って本年度の会長ノミニー指名

特別委員会は、上記 4名に川手会長、倉

知幹事、山崎会長エレクトを加えた 7名で

構成されます。 

9月 25日（木）の例会終了後に委員会

を開催いたしますので、委員の方はご出

席願います。 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

●山の手伝言板 

                                  8月 28日（木）                ガバナー補佐との懇談会  11：30～「オリガミ」 

                                  9月  4日（木）              理事会  11：00～ 例会場内 

                       卓話 「敵対する中国海軍」 

（公財）水交社 専務理事 赤星慶治様（星野さん紹介） 

                                   9月  9日（火）                  第 117回 親睦ゴルフ会  「我孫子ゴルフ倶楽部」 

                                   9月 11日（木）                  卓話 「二つの遣欧使節─伊東ﾏﾝｼｮﾝ&支倉常長」 

                  （公財）日伊協会 専務理事 山田和彦様（春日さん紹介） 

               ガバナーとの７者懇談会 

                                   9月 15日（祝）                  地域社会／環境委員会 「土と遊ぶ」 種植え 松原農園 

                                   9月 17日（水）                  山の手手話サークル 

★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１３０２回例会予定 [2014年 8月 28日(木)]  

ガバナー補佐訪問  

祝賀者  誕生日               佐藤雅巳さん（9/2日）  髙木保男さん（9/2日） 

                           灰田美知子さん（9/3日） 

             ﾊﾟｰﾄﾅｰ誕生日   日髙  修さん（31日） 

卓話                  「歴史からみるロータリー」 

                山の手西グループ ガバナー補佐 高橋 茂樹 様 

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

