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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１３０８回例会プログラム 

2014年 10月 16日(木) 
 

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 ： 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      沖正一郎さん                     （22日） 後藤守機さん                          （30日） 

                       市川 隆さん         （11/3日） 

            ﾊﾟｰﾄﾅｰ誕生日 伊達  幹さん     （23日） 清水  毅さん（11/3日） 

祝賀者・・・・・・・・・・・・・           結婚記念日   灰田美知子さん（18日） 飯塚  孝さん     （19日） 

                       鈴木康之さん  （28日） 植田玄彦さん   （28日） 

                       佐藤  孝さん          （30日） 上田正昭さん（11/3日） 

                       里内俊夫さん（11/4日 ） 伊達  幹さん（11/4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・・・・・・・・・・・・・・・         「ロータリーの発生と成長」 

                           ロータリー情報委員会  山田 清 委員長 

次週予告・・・・・・・・・・・          プログラム委員会 



第 1307回例会報告 

2014年 10月 9日（木） 

会員数  63名 （対象） 63名 

当日出席数   50名（79.37%） 

前回修正出席率         （85.48%） 

 

・ビジター 

松尾英子さん（東京渋谷 RC） 

洪  崇富さん（東京ｻﾝﾗｲｽﾞ汐留 RC） 

 

・特別ゲスト 

江川明裕さん（地区米山推進副委員長） 

丁  美貞さん（米山記念奨学生） 

 

 

●入会式 

  竹山嘉一さん（福囿さん紹介） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●委員会報告 

地域社会/環境委員会 「TOGETHERS」 

              （瀧本実行委員長） 

  実行委員をお願いするメールを、10月

中に配信させていただきます。 

 

30周年実行委員会「弁論大会ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ」 

               (後藤担当委員） 

  本日例会後、第一回弁論大会プロジェ

クトを開催致しますので、委員の皆様のご

出席をお願い致します。 

 

国際奉仕委員会      （星野委員長） 

  10月 8日に行われました、カンボジア

教師育成支援プロジェクトの報告をいたし

ます。 

この支援プログラムは、世田谷ロータリ

ークラブが提唱しており、現在 19クラブが

参加しています。 山の手ロータリークラ

ブは、今年高橋ガバナー補佐年度からの

参加です。 一口 100,000円の参加プログ

ラムです。 内容は、カンボジアに日本の

教師経験者を派遣しカンボジアの教師志

望者、教師を対象に理科、算数等を先生

方に教え方を伝授する奉仕活動で、毎年

2名～3名の先生を派遣しています。  

その派遣費を支援しています。 教師 1人

に対して 200万円ほどかかります。 支援

先のプノンペン・ロータリークラブの対応

が遅くグローバル補助金が使えないのが

現状です。 現地受け入れ機関 CIESFの

調整で、共同提案クラブをプノンペンメト

ロロータリークラブへの移行を考えていま

す。 各クラブには次年度にむけて参加ク

ラブを募集しています。 現地調査には

2015年 1月末～2月に視察と教育資材の

贈呈式を考えています。 

 

 



親睦委員会 「二木会」 

              （佐々木担当委員） 

  二木会が今夜行う事となりました。   

トルコ料理を、皆さまと一緒に楽しいひと

時を過したいと思います。 ご参加お待ち

申し上げます。 

 

震災復興支援委員会  （大川副委員長） 

＜2014-2015年度 

       希望の風奨学金 募金報告＞ 

前回までの合計                    １３１，５００円 

  10/9  例会                    ５５，０００円 

計                  １８６，５００円 

 

＜2014-2015年度 

    DAYS被災児童支援 募金報告＞ 

前回までの合計                    １１７，５００円 

  10/9  例会                    ５０，０００円 

計                  １６７，５００円 

 

 

●ニコニコＢＯＸ 

本日の合計                                     ９６，０００円 

    累計           ９９９，００２円 

 

伊達 幹さん  丁さん、お話し楽しみ

にしています。 

江中武久さん  あといくつ寝ると、あ

ーあ、ついに古希かなー。 

 

福囿正志さん  竹山さん、入会おめで

とうございます。 

後藤守機さん  明日で東京オリンピッ

クから満 50 年。 いろいろありましたが、

次の東京オリンピックまで 6年間ありま

すが、楽しい事が沢山あると良いです

ね！！ 

灰田美知子さん  昨日は宮崎陽江さ

んのヴァイオリンコンサート、素敵でし

た。 ニコニコ。 

弘田明成さん  何ヶ月ぶりに受付に

座って緊張しました。 まずはニコニコ。 

星野勇介さん  松尾委員長、ようこそ

お越下さいました。 米山月間、御苦労

様です。 

市川 隆さん  この夏、ラスベガスで

たくさんゴルフをされた後藤さんと、昨

日ゴルフ場でたくさんラスベガスをやり

ました！！（笑） 後藤さん、鈴木さん、

新井さん、昨日は大変楽しかったです。 

ありがとうございました。 

生駒昌太郎さん  ①米山の特別寄付

よろしくお願いします。 

②丁 美貞（ジョン ミ ジョン）さんの卓

話楽しみです。 

神通康夫さん  台風も過ぎ、すこやか

な日ですね。 気分もすっきり！ 明日

世田谷 6 クラブ親睦ゴルフ大会出席の

皆様、がんばって下さい。 

 



川合 孝さん  京都親睦旅行のチケ

ットを購入される皆様、混み合っていま

すので、10/15には手配して下さい。 

川手直明さん  ①ジョン・ミ・ジョンさん、

今日の卓話有りがとうございます。  

同行されました地区米山の松尾委員長、

江川副委員長、ご苦労様です。 

②竹山さん、入会おめでとうございま

す。 

西澤忠義さん  森繁久弥の言葉で

「晴天の友となるなかれ」いいですね。 

大川丈男さん  昨日は宮﨑公子さん

のお嬢さん、宮崎陽江さんのヴァイオリ

ン協奏曲の夕べに行って参りました。

流麗で哀感をたたえた素晴らしいヴァ

イオリンの音色、感動しました。    

もうひとつ嬉しいこともありました。  

ニコニコ。 

小野佐千夫さん  先週は妻の誕生日

祝いをいただき有難うございました。 

大江静男さん  例会 2回目。 宜しく

お願いします。 

佐藤 孝さん  先日は、家内の誕生

日にお花をプレゼント頂きありがとうご

ざいました。 お陰で私も家内の誕生日

を思い出し、事なきを得ました（笑）。 

鈴木康之さん  19号台風よけて下さ

い。 お願いします。 

竹村潤二さん  昨日は、ワイフに誕生

祝いのお花を有難うございました。  

ニコニコに入れておいてネ！！と言わ

れました。 

瀧本 司さん  丁さん、卓話を楽しみ

にしています。 

渡邊惠一郎さん  宮﨑さん、昨夜のコ

ンサート素晴らしかったです。 駒オケ

の学生達 31人も宮﨑さんのご好意に

より無料で鑑賞させて頂き、お礼を申し

ます。 彼らも 11月 1日人見講堂にて

演奏会をします。 素人の演奏ですが、

今日のコンサートで勉強になったようで

す。 

山田 清さん  倉知さん、このたびは

たいへんお世話になり、助かりました。

感謝感謝です。 

山崎良雅さん  宮﨑さん、昨日はお嬢

様の素晴しいヴァイオリンの音色を楽

しませて戴き、有難うございました。 

吉岡桂輔さん  昨日の宮崎陽江さん

のコンサート、素晴らしいヴァイオリン

の音色に感動しました。 ノーベル賞の

3人だけではない、世界で活躍する若

手がいるのは心強い限りです。     

ニコニコ。 

吉岡俊樹さん  勝どきに新規出店が

決まりました。 最初の候補地が早稲

田アカデミーの下、2番目はファミリー

マートの上でした。 山の手ロータリー

との縁を感じました。 

 



事務局 入江浩子さん  宮崎陽江さん

のヴァイオリンの音色、そして秋山和慶

さん指揮による東京フィルハーモニー

のコンサート、魅了されました。 宮﨑さ

んありがとうございました。 ニコニコで

す。 

 

 

●卓話 

「韓国の衣食住と文化」 

     米山記念奨学生 丁 美貞さん 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●世田谷 6クラブ 

      親睦ゴルフ大会報告 

           （清水庸男キャプテン） 

  10月 10日（金）に、相模カンツリー倶楽

部にて開催されました世田谷 6 クラブ親

睦ゴルフ大会で、またまた山の手 RCが

優勝いたしました。 

選手団の皆様ありがとうございました。 

 
＜団体成績＞ 

順位 グループ名 ネット計 

優勝 山の手 RC 374.4  

準優勝 世田谷南 RC 377.4  

3位 世田谷 RC 383.0  

4位 成城新 RC 421.6  

5位 世田谷中央 RC 438.2 

 
＜個人成績＞ 

 

 

 

 

 

 

順位 氏名 OUT IN GRS HDCP NET 

準優勝 崎山 收 40 42 82 9.6 72.4 

3位 福囿正志 44 46 90 16.8 73.2 

8位 清水庸男 42 41 83 7.2 75.8 

･ 新井秀幸 ･ ･ ･ ･ ･ 

･ 市川 隆 ･ ･ ･ ･ ･ 

･ 神通康夫 ･ ･ ･ ･ ･ 

･ 川合 孝 ･ ･ ･ ･ ･ 

･ 西澤忠義 ･ ･ ･ ･ ･ 

●第１３０９回例会予定 [2014年 10月 29日(水)]  

    国際ロータリー 第 2750地区 山の手西グループ 

    ガバナー公式訪問 クラブ合同例会 ＆ ＩＭ 

      ザ・キャピトルホテル東急 1Ｆ 「鳳凰の間」 

         18：00点鐘    21：00閉会 

 



 
 
 
 
 
 

★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１３１０回例会予定 [2014年 11月 6日(木)]  

祝賀者  結婚記念日     宮﨑公子さん （8日） 

                 横山雅也さん（12日） 

職業フォーラム                  「私にとっての職業奉仕」   髙村昌秀 会員 

                            新井秀幸 会員 

                            佐藤  孝 会員 

●山の手伝言板 

  10月 23日（木）   例会休み （規定 2） 

  10月 30日（木）   例会休み（10/29のＩＭ振替） 

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

  11月  6日（木）  理事会  11：00～ 例会場内 

  11月  8日（土）  旨い蕎麦を喰らう会  16：00～ 「メサ・グランデ」 

  11月 10日（月）   30周年準備委員会炉辺  18：30～ 「ハシュハシュ」 

  11月 13日（木）   卓話 「みんなで子育て」 河邉 貴子様（山田さん紹介） 

  11月 14日（金）～15日（土）   親睦旅行 京都 

  11月 19日（水）   山の手手話サークル 

  11月 19日（水）～21日（金）  インターンシップ受入実施 都立深沢高等学校 

  11月 24日（月祝） 「土と遊ぶ」 収穫祭  松原農園 

  11月 27日（木）   例会休み（11/24の土と遊ぶ振替） 

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

