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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１３１４回例会プログラム 

2014年 12月 11日(木) 
 

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 ： 佐々木光勝さん 

ビジター・ゲスト紹介・・      親睦委員会 

入会式・・・・・・・・・・・・・            杉本行男さん（星野さん紹介） 

祝賀者・・・・・・・・・・・・・            誕生日      片岡 鄕さん（13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・・・・・・・・・・・・・・・         「ロシア制裁下の日本との経済関係」 

                      ロシア NIS経済研究所 副所長 高橋 浩 様 

次週予告・・・・・・・・・・・          プログラム委員会 



第 1313回例会報告 

2014年 12月 4日（木） 

会員数  64名 （対象） 64名 

当日出席数   41名（64.06%） 

前回修正出席率         （85.94%） 

 

・特別ゲスト 

丁 美貞さん（米山記念奨学生） 

 

●会長報告    (川手会長) 

  11月24日、天気にも恵まれ、東京育成

園の子供たちを招いての「土と遊ぶ」収穫

祭が松原会員の農園で行われました。 

9月の種植えから、松原会員のご尽力の

お蔭で、子供たちは泥だらけになってたく

さんのジャガイモを収穫することが出来ま

した。 

 

当日出席者  会  員       25名 

        ご家族        15名 

        東京育成園  大人  7名 

                子供 18名 

     総参加者数   65名 

 

 

 

 

 

●委員会報告 

米山奨学委員会     （生駒委員長） 

  渡邊惠一郎さんに、米山奨学委員会よ

り功労者の感謝状が届きましたのでお渡

しします。 

（第 4回米山功労者マルチプル） 

 

ロータリー財団委員会  （西澤委員長） 

  ロータリー日本財団より、年次寄付が

累計額 $2,000に達した 3名の方に、ポー

ル・ハリス・フェロー（1）のバッチの贈呈を

させていただきます。 

渡邊惠一郎さん、磯野道造さん、 

山崎良雅さんです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



●ニコニコＢＯＸ 

本日の合計                                     ８１，０００円 

    累計         １，４３４，００２円 

 

伊達 幹さん  「土と遊ぶ」では松原

さん始め関係の方々、大変お世話にな

りました。 いもをみつけた時の子供の

目が印象的でした。 ニコニコ。 

江中武久さん  本日のソングリーダー

に感謝！ 12月 12日の親睦ゴルフに

参加される会員は遅れない様、宜しく

お願いします。 

後藤守機さん  早いですね！一年が

“アッ”と言う間ですね！ もう師走、残

りあと一ヶ月、大いに楽しんで、良い年

を迎えましょう！！ 

弘田明成さん  結婚記念日の祝いを

ありがとうございます。 海外逃亡した

パートナーにも伝えておきます。 ニコ

ニコ。 

市川 隆さん  本日の年次総会、とど

こおりなくすすみますように…。 

 

市川 隆さん  先週、伊豆大仁カント

リークラブで吉岡（桂）さん、川合さんを

中心としてコンペが開催されました。 

そのアトラクション費の余りを参加者の

皆様よりニコニコします。 

鍜治真起さん  親睦ゴルフで馬券をと

りました。 肝心の競馬は 4 ヵ月間、ス

カです。 

川手直明さん  いよいよ師走、皆様風

邪にはお気を付けて下さい。 

増田靜一さん  佐藤孝さん、吉岡さん

じゃだまって通れないよう。 うれしい義

理と人情の山の手ロータリークラブ。 

松原俊夫さん  先日は遠いところを皆

様ご苦労さまでした。 天気にめぐまれ

てよかった。 ニコニコ。 

松山弘行さん  「土と遊ぶ」では皆様

お疲れ様でした。 じゃがいも掘りの時

の子供達の笑顔最高でしたね。 松原

さん、子供達のためにじゃがいもを大

切に育てて頂き、誠に有難うございまし

た。 

 



西澤忠義さん  ロータリー財団より

再々度お願いします。 年次寄付

15,000円です。 よろしくお願いします。 

大川丈男さん  川手年度も折返し地

点となりました。 ニコニコの募金、来年

も積極的、前向きにご協力の程、お願

い申し上げます。 

大江静男さん  白馬のダメージが思っ

たより小さくて良かったです。 

佐藤 孝さん  先週末、大学の同窓

会があり参加しました。 卒業後 35年、

15名のメンバーが集まりましたが、時

の経過を忘れさせる楽しいひと時を過

せて…ニコニコ！ 

里内俊夫さん  日々大きな変化をしつ

づけるシンガポール。 日本じゃとても

出来ない形の高層ビルがニョキニョキ。

33度の常夏の国シンガポールで5日間、

目一杯勉強させて頂き、きのう早朝成

田着の夜行便でもどって来ました。  

久しぶりのシンガポール、お土産はあ

りませんが、土産話しは沢山出来まし

た。 

鈴木康之さん  先月満 78才になりま

した。 無職です。 今の生きがいはロ

ータリー仲間と毎週お会いすることです。

ロータリアンになってて良かった。 

竹村潤二さん  本日の週報に出てい

ますが、山の手句会にて、高橋先生に

私の京都旅行での句に、久々に特選を

いただきました。 ニコニコ。 

瀧本 司さん  久しぶりの例会。  

ニコニコ。 

山崎良雅さん  ①先日はバースディプ

レゼントを有難うございました。 

②今日は、いよいよ年次総会です。  

ドキドキ……。 

吉岡桂輔さん  先週の熱海来宮神社

訪問とゴルフ会では、川合さんはじめ

参加の皆様に大変お世話になりました。

川手会長、忘れ物を持参いただきあり

がとうございます。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 2014～2015年度 年次総会議事録 
 
日  時  2014年 12月 4（木） 13:00～13:20 
場  所  ザ・キャピトルホテル東急 「桐の間」 

 
クラブ細則第５条第１節により年次総会を開催。開催に先立って倉知幹事より本日
の出席者 41 名で細則第５条第３節に会員総数３分の１以上達している旨の報告
があり規定に従い川手会長が議長となり経過報告のあと議案の審議を行った。 

 
 第１号議案  2015～2016年度理事候補者の件 
山崎良雅会長エレクトより人選についての経過を含め、次の通り候補者が
発表され、全員の拍手でこれを承認した。 

     飯塚 孝。後藤守機。江中武久。星野勇介。川合 孝。 
     瀧本 司。浅野健太郎。吉岡俊樹。 
 
 第２号議案  2015～2016年度役員承認の件 
山崎良雅会長エレクトから次年度役員候補者の紹介があり、これを議場に
諮ったところ、出席者全員承認し、次の者が役員に決定した。 

     会長    山崎良雅。    会長エレクト 神通康夫。 
     副会長 新井秀幸。    直前会長   川手直明。 
     幹事   市川  隆。    会計      大川丈男。 
     SAA   増田靜一。 
 
 
● 2015～2016年度 理事会議事録 

 
日  時  2014年 12月 4日（木） 13:10～13:15 
場  所  ザ・キャピトルホテル東急 「桐の間」 
出席者  飯塚孝。後藤守機。江中武久。瀧本 司。神通康夫。新井秀幸。 

川手直明。大川丈男。増田靜一。山崎良雅。市川隆。 
 
 第１号議案  役員選任の件 
     会長   山崎良雅。    会長エレクト  神通康夫。 
     副会長 新井秀幸。    直前会長   川手直明。 
     幹事   市川  隆。    会計      大川丈男。 
     SAA   増田靜一。 
 
 
● 2014-2015年度 第 6回理事会   

                                   
日  時  2014年 12月 4日（木） 11:00～12:00 
場  所  ザ・キャピトルホテル東急 例会場内 
出席者  飯塚孝。後藤守機。春日正好。新井秀幸。佐々木光勝。竹村潤二。 

吉岡俊樹。山崎良雅。市川隆。大川丈男。川手直明。倉知英行。 



 
 
 
 
 
 

★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１３１５回例会予定 [2014年 12月 18日(木)]  

祝賀者  誕生日   清水  毅さん（26日）  

            吉岡桂輔さん（27日） 

 

卓話    「禅を経営に生かす」 

         駒沢大学仏教学部 教授 石井 清純 様（渡邊惠一郎さん紹介） 

                        高橋 浩 様（春日さん紹介） 

●山の手伝言板 

  12月 12日（金）   第 118回 親睦ゴルフ会  本厚木カンツリークラブ 

  12月 17日（水）   山の手手話サークル 

  12月 22日（月）   忘年家族夜間例会 「ザ・キャピトルホテル東急」 

  12月 25日（木）   例会休み（年末） 

 

2015年 

   1月 1日（木）   例会休み（元日） 

   1月 8日（木）   新年賀詞交歓会 

             理事会 11：00～ 例会場内 

   1月 15日（木）   卓話   磯田和良様（川手さん紹介） 

             クラブ協議会 13：45～ 

   1月 22日（木）   卓話 「ｲﾌﾟｼﾛﾝﾛｹｯﾄ開発について」 宇井恭一様（髙村さん紹介） 

               ロータリー情報委員会 新会員ガイダンス  13：45～「ｵﾘｶﾞﾐ」 

山の手俳句の会  14：30～ キャピトルホテル 2Ｆ 

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

