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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１３０４回例会プログラム 

2014年 9月 11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 ： 新井秀幸さん 

ビジター・ゲスト紹介・・      親睦委員会 

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） 

祝賀者・・・・・・・・・・・・・           結婚記念日                         市川  隆さん（21日） 鍜治真起さん（22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・・・・・・・・・・・・・・・         「二つの遣欧使節─伊東マンショ&支倉常長」 

                    公益財団法人 日伊協会 専務理事 山田 和彦様 

次週予告・・・・・・・・・・・          プログラム委員会 



第 1303回例会報告 

2014年 9月 4日（木） 

会員数  64名 （対象） 64名 

当日出席数   39名（60.94%） 

前回修正出席率         （85.94%） 

 

・ビジター 

藤永忠利さん（東京新橋 RC） 

竹井英久さん（東京西 RC） 

 

・特別ゲスト 

丁 美貞さん（米山記念奨学生） 

 

 

●委員会報告 

地域社会／環境委員会 土と遊ぶ 

              (浅野実行委員長） 

  9月 15日（月祝）11：00～、松原さんの

農園で「土と遊ぶ」のイモの植え付けを行

います。 出欠のご連絡をお願いいたしま

す。 

 

ドキュメント委員会       (竹村委員） 

  今までの山の手 RCの歴史をふりかえ

り、資料集めをしてまとめようという委員

会です。 

何でも結構です。 山の手RCの歴史を

ふりかえる品物、資料をお持ち下さい。 

例会場入口で受付をおいておりますので

よろしくお願いします。 

●ニコニコＢＯＸ 

本日の合計                                     ５７，０００円 

    累計           ６７３，００２円 

 

伊達 幹さん  少し過しやすくなって

来ました。 大川さん、宮﨑さんにニッ

コリされてニコニコ。 

江中武久さん  赤星様の卓話楽しみ

にしております。 

灰田美知子さん  先日はお誕生日の

プレゼントをありがとうございました。  

老化を防ぐ脳科学の本を買ったので、

何倍も価値があったと思います！ 

川手直明さん  赤星さん、再度の卓

話有難うございます。 楽しみです。 

増田靜一さん  星野さん、竹村さん、

佐藤孝さん、昨日はお世話さまでした。

新会員候補を取りかこんでの飲み会で

した。 

森本正昭さん  赤星様、貴重なお話

拝聴させて頂きます。 

中田成徳さん  暑かったり、すずしか

ったり、体調不良にならないよう、お互

い気をつけましょう。 



大川丈男さん  SAA です。 川手年度、

お陰様で 2 ヶ月経過致しました。 今後

とも円滑な進行のご協力、宜しくお願い

申し上げます。 ケイタイ、スマートフォ

ンのマナーモードか、電源 off もご協力

下さい。 

小野佐千夫さん  赤星さん、よくいら

っしゃいました。 ご苦労さまです。 

佐藤 孝さん  水交会赤星様、本日

の卓話楽しみにして参りました。 よろ

しくお願いします。 

鈴木康之さん  赤星さん、卓話楽しみ

にしています。 

髙木保男さん  誕生日祝いありがとう

ございました。 誕生日が嬉しいのか、

悲しいのか？ でも皆さんに感謝！ 

高橋悦男さん  久しぶりにふるさとへ

行って海を見てきました。 

髙村昌秀さん  赤星さん、本日の卓

話よろしくお願いします。 

山崎良雅さん  真赤なスカGに乗りか

えました。 老人暴走族になるぞ。  

行け行け GO GO！ 

 

吉岡俊樹さん  北海道でエゾジカにぶ

つかりそうになりました。 ぎりぎりのと

ころでした。 皆様、スピードは控え目

に。 助かってニコニコ。 

 

 

●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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

●山の手伝言板 

                                   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）                            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 

                       理事会 11：00～ 例会場内 

                                   10月 9日（木）                            卓話  「米山奨学生として」 米山記念奨学生 丁 美貞さん 

                        10月 16日（木）                             卓話  「ロータリーの発生と成長」 山田Ｒ情報委員長 

★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１３０５回例会予定 [2014年 9月 25日(木)]  

祝賀者  誕生日               浅野健太郎さん（26日） 

       結婚記念日      崎山          收さん                 （30日） 

                             松木昭和さん（10/1日） 

                             日髙           修さん（10/1日） 

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 

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

