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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１３０３回例会プログラム 

2014年 9月 4日(木) 
 

点鐘・・・・・・・・・・・・・・・         川手会長 

今週の歌・・・・・・・・・・・        「君が代」 

ロータリーソング・・・・・         「四つのテスト」 

                                 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                       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） 

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・・・・・・・・・・・・・・・         「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 

次週予告・・・・・・・・・・・          プログラム委員会 



第 1302回例会報告 

2014年 8月 28日（木） 

ガバナー補佐訪問 

会員数  64名 （対象） 64名 

当日出席数   44名（68.75%） 

前回修正出席率         （85.71%） 

 

・ゲスト 

高橋茂樹ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐（東京世田谷RC） 

西村弘之ｸﾞﾙｰﾌﾟ幹事（     〃    ） 

 

 

●入会式 

  松山弘行さん（飯塚さん紹介） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●委員会報告 

親睦委員会 旅行    (川合担当委員） 

  11/14～11/15京都親睦旅行は、京大

和での夕食後、希望者を募って祇園八坂

町「松八重」にて二次会を催しますので、

奥様御同伴でご参加下さい。 

 

●ニコニコＢＯＸ 

本日の合計                                     ６０，０００円 

    累計           ６１６，００２円 

 

伊達 幹さん  高橋ガバナー補佐、よ

うこそ。 お世話になります。 誕生日

のお祝ありがとうございました。 

福囿正志さん  先日の夜間例会おつ

かれ様でした。 ご案内した竹山さんに

も大変喜んでもらいました。 

星野勇介さん  高橋ガバナー補佐、

西村グループ幹事、ようこそお越し下さ

いました。 楽しんでいって下さい。 

市川 隆さん  松山さん、入会式おめ

でとうございます。 RCを楽しんで下さ

い！ 

鍜治真起さん  昨日は、シンガポール

から高校生 10人が会社にきてずっと遊

んでいました。 日本語が上手でびっく

りしました。 

春日正好さん  ようやく涼しくなりまし

たが、朝方薄寒いと暑かった日が懐か

しいなんて、われながら勝手なもので

す。 でも、元気にロータリーに出かけ

て来られるのですからニコニコです。 

川合 孝さん  松山さんの入会を心

からお祝い申し上げます。 

川手直明さん  高橋ガバナー補佐・西

村グループ幹事、今日はご苦労様です。 

卓話楽しみです。 松山さん、入会お目

出とうございます。 今後とも宜しくお付

合下さい。 

 



宮﨑公子さん  私の大仕事、二回の

コンサートの準備もほぼ整って参りまし

た。 温かいお励ましに感謝致して居り

ます。 些少ですが・・・ニコニコ。 

中田成徳さん  急に秋めいて来ました

が、皆様いかがお過しですか。 

西澤忠義さん  北陸新幹線、来春開

業。 新潟妙高工場の出張が楽しみに

なります。 往復の新幹線でお酒が飲

めます。 ニコニコ。 

大川丈男さん  SAAからのお願いで

ございます。 例会入場時、抽選 BOX

よりカードを引いて下さい。 毎回いろ

いろな方とテーブルを囲んで、寛いだコ

ミュニケーション・親睦をお願いいたし

ます。 

佐藤 孝さん  今週は過ごし易い毎

日が続きますね！ ニコニコ！！ 

清水庸男さん  来週からしばらく例会

を休みますが、皆様はちゃんと出席し

てください。 

鈴木康之さん  ガバナー補佐高橋さ

ん、卓話よろしくお願いします。 

瀧本 司さん  高橋ガバナー補佐、

西村グループ幹事、ようこそいらっしゃ

いました。 

吉岡桂輔さん  先週末に、娘家族及

び 1才と 3才の孫を含め一族でグアム

に行ってきました。 海がキレイになっ

たように思います。 ナマコが減った？ 

●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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●会員増強拡大夜間例会 

          を終えて… 

  会員増強維持委員長 竹村 潤二 

 

  先々週（8月 21日）の会員増強拡大夜

間例会には、たくさんのゲストの御出席を

たまわり有難うございました。 

ゲストの皆さんが御入会されるかどう

かはまだ不明ですが、ゲストをお連れ頂

いた会員の皆様には、引き続きフォロー

をして頂き、一人でも多くの皆さんに入会

頂けるよう会員全員で頑張っていきたい

と思いますので、是非よろしくお願い致し

ます。 

又、今期 10名増の目標を目示して、常に

会員にふさわしい人を例会に連れてきて

頂けたら…と思っております。 

尚一層の皆様の御協力をよろしくお願

い致します。 ありがとうございました。 

 



 
 
 
 
 
 

●山の手伝言板 

                                   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）                  理事会  11：00～ 例会場内 

                         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 「ﾆｺﾘのﾊﾟｽﾞﾙはなぜ世界の人々に受け入れられたのか」 

                                        鍜治真起 会員 

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

                                   10月 2日（木）                                卓話  西澤財団委員長、生駒米山奨学委員長 

★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１３０４回例会予定 [2014年 9月 11日(木)]  

祝賀者  誕生日               植田玄彦さん（14日） 弘田明成さん（15日） 

             ﾊﾟｰﾄﾅｰ誕生日   吉岡桂輔さん（22日） 

       結婚記念日    市川  隆さん（21日） 鍜治真起さん（22日） 

 

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）  

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

