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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１３１５回例会プログラム 

2014年 12月 18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 ： 竹村潤二さん 

ビジター・ゲスト紹介・・      親睦委員会 

祝賀者・・・・・・・・・・・・・            誕生日      清水  毅さん（26日） 

                       吉岡桂輔さん（27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・・・・・・・・・・・・・・・         「禅 を経 営 に生 かす」 

                      駒沢大学 仏教学部 教授 石井 清純 様 

次週予告・・・・・・・・・・・          プログラム委員会 



第 1314回例会報告 

2014年 12月 11日（木） 

会員数  66名 （対象） 66名 

当日出席数   41名（62.12%） 

前回修正出席率         （81.54%） 

 

・ゲスト 

辻 佐和子さん（清水庸男さん紹介） 

 

 

●入会式 

  杉本行男さん（星野さん紹介） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●委員会報告 

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                    ２３３，５００円 

  12/11 例会                １７，０００円 

計                  ２５０，５００円 

 

＜2014-2015年度 

    DAYS被災児童支援 募金報告＞ 

前回までの合計                    ２０５，５００円 

  12/11 例会                １６，０００円 

計                  ２２１，５００円 

 

 

●ニコニコＢＯＸ 

本日の合計                                     ６２，０００円 

    累計         １，４９６，００２円 

 

伊達 幹さん  宮﨑さんにニッコリさ

れてニコニコ。 

福神邦雄さん  3人目の孫が生まれ

ました。 今度は男の子です。 家中に

ぎやかで大変です。 

福囿正志さん  先日のタイ研修、あり

がとうございました！！ ゴルフの御指

導もありがとうございました！！ 

後藤守機さん  竹村さん、京都への

親睦旅行の写真ありがとうございまし

た。 今度は後頭部だけでなく顔も写っ

ているのもお願いします。 小さくニコニ

コ。 

 

 



神通康夫さん  山田さん、宮﨑さんに

呼び止められニコニコ！！ 今日用事

のため、早退します。 

春日正好さん  ロシア・NIS貿易会 

高橋さん、本日はお忙しい中私どもの

要望にお応えくださり有難うございます。

ロシア並びに周辺諸国との経済関係の

現況と展望の一端なりとお聞かせくだ

さい。 よろしくお願いします。 

川合 孝さん  辻さん、ご入会をおす

すめいたします。 待っています。 

川手直明さん  ①杉本さん、入会おめ

でとうございます。 

②一級建築士の 3年毎の更新試験で、

9時～18時の缶詰は73才では苦痛でし

た。 

宮﨑公子さん  大変恐縮でございま

すが、私の娘の来年のコンサートのご

案内をさせて頂いて居ります。 早割り

がございます。 どうぞ宜しくお願い申

し上げます。 

西澤忠義さん  ロータリー財団よりう

れしい報告です。 灰田美知子さんに

続き、本年度 4人目となるベネファクタ

ーに佐藤孝さんより 1,000ドルの寄附を

いただきました。 ありがとう御座居まし

た。 

大川丈男さん  師走も最中、今年もほ

どなくで幕となります。 いろいろありま

したが、自分なりにおもいっきり走って

これたかな！と皆様に感謝しながら満

たされています。 ありがとうございま

す。 

杉本行男さん  本日入会致しました杉

本です。 よろしくお願い致します！ 

鈴木康之さん  明日のゴルフ会は天

気にめぐまれそうです。 楽しくやりまし

ょう。 

瀧本 司さん  高橋様、卓話を楽しみ

にしております。 

吉岡俊樹さん  バンコク旅行に行って

きました。 ご一緒させていただいたみ

なさま、ありがとうございました。 初め

ての体験ばかりで、とても楽しく過ごせ

ました。 ニコニコ。 

 

 

●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 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

★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   吉岡俊樹 副委員長 

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１３１６回例会予定 [2014年 12月 22日(月)]  

  クリスマス忘年・家族夜間例会 

            ザ・キャピトルホテル東急 1F 「鳳凰の間」 

   登録 17：00      点鐘 18：00      閉会 20：50 

●山の手伝言板 

  12月 25日（木）   例会休み（年末） 

  12月 26日（金）～1月 5日（月）   事務局 冬期休暇 

 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/

