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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１３０２回例会プログラム 

2014年 8月 28日(木) 

ガナバー補佐訪問  
 

点鐘・・・・・・・・・・・・・・・         川手会長 

ロータリーソング・・・・・         「日も風も星も」 

                                 ソングリーダー ： 吉岡俊樹さん 

ビジター・ゲスト紹介・・      親睦委員会 

入会式・・・・・・・・・・・・・          松山弘行さん（飯塚さん紹介） 

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） 

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・・・・・・・・・・・・・・・         「歴 史からみるロータリー」 

                   国際ロータリー第 2750地区 山の手西グループ 

                                 ガバナー補佐 高橋 茂樹 様 

次週予告・・・・・・・・・・・          プログラム委員会 



第 1301回例会報告 

2014年 8月 21日（木） 

会員増強拡大夜間例会 

会員数  63名 （対象） 63名 

当日出席数   37名（58.73%） 

前回修正出席率         （85.71%） 

 

 

●委員会報告 

親睦委員会 旅行    (川合担当委員） 

  11/14～11/15京都旅行、2日目に新し

く認定された国宝を見学します。 

本日はプロデュースしていただいた早瀬

平治朗さんもこの例会に参加していま

す。 

 

地域社会/環境委員会 土と遊ぶ 

              (浅野実行委員長） 

  9/15（月・祝）11：00～「土と遊ぶ」のじゃ

がいもの植付けを行います。 松原さん

の農園をお借りし、東京育成園の子供達

をお招きします。 

育成園の子供達の送迎に車を出して

下さる方を募集しております。 出して下

さる方は浅野までご連絡下さい。 

地域社会/環境委員会 TOGETHERS 

              (瀧本実行委員長） 

  TOGETHERSの炉辺が 8月 28日にあ

りますので、ご出席下さい。 

場所は、18：00からキャピトルホテル「星

ヶ岡」です。 

 

親睦委員会 ゴルフ   (後藤担当委員） 

  川手・倉知年度第一回ゴルフ会のご案

内を本日お渡し致しましたが、間違いが

ありましたので、事務局より再度送付させ

て頂きます。 

 

 

●ニコニコＢＯＸ 

本日の合計                                   １０９，０００円 

    累計           ５５６，００２円 

 

森田由起子さん  父が当ロータリーク

ラブにお世話になっておりました。   

本日はお招きありがとうございます。

（旧姓：瀬戸） 

新井秀幸さん  会員増強委員長の竹

村さんご苦労様です。 今夜は大勢の

会員予定者の出席でなによりです！ 



浅木幸三さん  誕生日のお祝いあり

がとうございます。 

江中武久さん  会員増強夜間例会を

祝して。 

福囿正志さん  本日は竹山嘉一さん

を御案内しました。 どうぞ楽しんで下

さい。 

後藤守機さん  廣瀬晴代さん、ようこ

そいらっしゃいました。 倉知幹事に口

説かれたと思いますが頑張って・・・・・・。

10/1楽しみにしています。 

灰田美知子さん  ゲストの木村秀太

郎さん、よろしくお願いいたします。 

市川 隆さん  竹村さん、今日の夜

間例会の準備ありがとうございま

す！！ すばらしい例会にしましょう

ね！！ 

飯塚 孝さん  松山弘行さんの入会

を喜んでいます。 皆様よろしくお願い

します。 

春日正好さん  猛暑が続きますがみ

なさんお元気ですか。 8月も下旬にな

ると、子どもたちも楽しい夏休み気分も

薄れて、宿題も気がかりで可哀そうな

ほどです。 “楽あれば苦あり”、人生航

路の始まりですね。 ニコニコしながら

見まもりましょう。 

川合 孝さん  拡大夜間例会 100人

増やしましょう～。 

川手直明さん  今日の夜間例会に会

員の皆様が多数のゲストを連れてこら

れ有難うございます。 楽しんで下さ

い。 

松木昭和さん  毎日暑い日が続きま

す。 体に気をつけて頑張って行きまし

ょう。 

森本正昭さん  会員増強夜間例会の

盛会を祝して。 ゲストの皆様全員のご

入会を祈って。 

中田成徳さん  本日はお祝いをいた

だきまして、どうもありがとうございます。

暑い日がつづきますが、皆様もお元気

で。 

西澤忠義さん  暑いですね。軽井沢

から戻る気になりません。 9月下旬に

は帰ろうと思っています。 

大川丈男さん  ＳＡＡからのお願いで

ございます。 だれもが楽しく居心地良

く過せますように、携帯・スマートフォン

はマナーモードでお願いいたします。 

  本日も多くのみなさまからのたくさん

のニコニコ募金、ほんとうにありがとう

ございます。 

 



佐々木光勝さん  残暑お見舞申し上

げます。 異常気象にご注意ですね。 

佐藤 孝さん  残暑御見舞申し上げ

ます！ 

里内俊夫さん  戦に敗れて 69年。 

♪若い血潮の予科練の七つ釦は桜に

錨きょうも飛ぶ飛ぶ・・・。 鳥取県米子 

美保海軍航空隊へ行ったのが 15歳の

とき、予科練は確かに勉強にはなった。 

今、日本人の 8割が戦争を知らない世

代。 人が人を殺し合う戦争は、絶対に

したらアカン！ ホンマ絶対に。 

清水庸男さん  毎日新聞の前田様、

本日はお忙しい中をお越しいただきあ

りがとうございます。 卓話よろしくお願

いします。 

鈴木康之さん  毎日あついですね。 

でもまだまだ元気です。 少しボケてる

と思ったらおしえて下さい。 自分では

分かりませんので。 

髙村昌秀さん  前田様、本日の卓話

楽しみにしております。 

 

竹村潤二さん  会員増強夜間例会を

祝して。 会員の全員が会員増強委員

会に属しています。 是非、今夜を機会

にもう一度会員にふさわしいと思われ

る方を御紹介下さい。 

瀧本 司さん  ゲストの皆様、ようこ

そいらっしゃいました。 

山田 清さん  ①家内の誕生日、か

わりに祝っていただきありがとうござい

ます。 ②竹内洋子さんようこそ。本日

は楽しんで下さい。 ③竹村さん、写真

ありがとうございます。 

 

 

●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 

 

 

 

 

 

 



 

 

・ゲスト 

松山弘行さん  （飯塚さん紹介） 

木村秀太郎さん（灰田さん紹介） 

佐伯秀一さん  （竹村さん紹介） 

森田由起子さん（倉知さん紹介） 

廣瀬晴代さん  （吉岡桂輔さん紹介） 

竹内洋子さん  （山田さん紹介） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

杉本行男さん  （星野さん紹介） 

竹山嘉一さん  （福囿さん紹介） 

桂川和子さん  （清水毅さん紹介） 

守屋貴史さん  （元会員） 

雨宮盛克さん  （川合さん紹介） 

早瀬平治朗さん（川合さん紹介） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●会員増強拡大企画 

                             司会・進行  竹村潤二 委員長 

 



 
 
 
 
 
 

●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」 

               TOGETHERS炉辺  18：00～ 「星ヶ岡」 

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

                                   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 18：00～「渋谷エクセルホテル東急」 

                                   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 

                                   9月 18日（木）                  例会休み（9/15 土と遊ぶの振替） 

                                   9月 25日（木）                  卓話  鍜治真起会員 

★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１３０３回例会予定 [2014年 9月 4日(木)]  

祝賀者  誕生日               外池洋隆さん （4日） 

             ﾊﾟｰﾄﾅｰ誕生日   磯野道造さん（10日） 

 

卓話                  「敵 対 する中国海軍 」 

            公益財団法人 水交会 

                    専務理事 赤星 慶治様（星野さん紹介） 

  

後藤ゴルフ幹事より、9/9（火）の組合せ表等が 

届きましたので、送付いたします。 

  

どうぞ、よろしくお願いいたします。 

  

山の手ＲＣ 入江 

  

  

後藤様 

  

我孫子ゴルフ倶楽部へ、組合せ表のＦＡＸは済ませました。 

  

****************************** 

東京山の手ロータリークラブ 

 

〒107-0051 

東京都港区元赤坂 1-1-7 

ｵﾘｴﾝﾄ赤坂ﾓｰﾄｻｲﾄﾋﾞﾙ 708 号室 

TEL 03-6459-2640 

FAX 03-6459-2641 

E-mail jm@tokyo-yamanote-rc.gr.jp 

****************************** 

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

