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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１３１９回例会プログラム 

2015年 1月 22日(木) 
 

点鐘・・・・・・・・・・・・・・・         川手会長 

ロータリーソング・・・・・         「奉仕の理想」 

                                 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        新井秀幸さん（22日）  

            ﾊﾟｰﾄﾅｰ誕生日   沖正一郎さん（24日） 

   外池洋隆さん（26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・・・・・・・・・・・・・・・         「イプシロンロケット開発について」 

                  JAXA イプシロンロケットプロジェクトチーム 宇井 恭一 様 

次週予告・・・・・・・・・・・          プログラム委員会 



第 1318回例会報告 

2015年 1月 15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         （82.81%） 

 

●ニコニコＢＯＸ 

本日の合計                                     ４９，０００円 

    累計         １，８９０，００２円 

 

江中武久さん  先週、菅平スキー場

でスキーを楽しんできました。 転ぶと

一人で起きあがれないのでつかれまし

た！ 

後藤守機さん  親しい方々と菅平へ

スキーに行って来ました。 昨年は 4日

間大雪の中に閉じ込められましたが、

今年は快適にスキーを楽しめてニコニ

コです。 磯田様、箱根大好きな私、卓

話楽しみです。 

飯塚 孝さん  誕生日のお祝いあり

がとうございます。 1月 20日で喜寿を

迎えます。 高齢の意識はないのです

が、これからもよろしくお付合い下さい。 

神通康夫さん  先週休みましたので、

新年のごあいさつ出来ず、あらためま

して、本年もどうぞよろしくお願いいたし

ます。 

春日正好さん  年末・年初、人並みに

インフルエンザの発熱に悩まされまし

た。 広報委員会も折り返し点にあり、

あと数人の方をしつこく追い回しますの

で覚悟して下さい。 みなさん、今年も

どうぞよろしく！ 磯田さん、ご多忙の

中ありがとうございます。 

川手直明さん  磯田さん、今日の卓

話楽しみにしています。 宜しく。 

宮﨑公子さん  雨にも負けず、風にも

負けず、今日も元気に出席です。   

皆様の笑顔に会いたくて。 

中田成徳さん  1週間遅れましたが、

あけましておめでとうございます。   

本年もよろしくお願いいたします。 

大江静男さん  磯田さま、卓話楽しみ

にしております。 

大川丈男さん  毎週、例会の前に事

前連絡、SAAニコニコ募金の当番を快

くお引き受け戴き、みなさまの一つにな

った総意・活動に感動、感謝です。  

ニコニコ募金の皆様のご協力、お陰様

で順調です。 ありがとうございます。 

佐々木光勝さん  磯田さん、本日の

卓話「観光地・箱根の旅館の進化と楽

しさ」を楽しみにしております。 

 



佐藤 孝さん  久し振りの雨、周囲に

カゼをひいている者も多いので、ちょう

ど良いお湿りになりましたね。 ニコニ

コ。 

鈴木康之さん  あと 1年半で 80才に

なりますが、まだまだ元気で食べる方も

盛んです。 ただズボンがきつくなって

先日ズボンの修理に 7本出しました。

修理代は 1本 2,300円で合計 16,100

円とられました。 

高橋悦男さん  今年も新年をふるさと

で、海からのぼる初日の出を拝みなが

ら迎えることが出来ました。有難いこと

です。 

 どこまでも海どこまでも空初日の出 

              悦男 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●卓話 

「観光地・箱根の旅館の進化と楽しさ」 

    イソダ設計 代表取締役 

      一級建築士  磯田 和良 様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 2014-2015年度 第 2回クラブ協議会 
 

日  時  2015年 1月 15日（木） 13:45～15:00 

場  所  ザ・キャピトルホテル東急 2F 「藤の間」 

出席者  上田正昭。後藤守機。佐々木光勝。市川隆。大川丈男。山崎良雅。 

新井秀幸。竹村潤二。江中武久。増田靜一。春日正好。佐藤孝。 

山田清。神通康夫。川合孝。清水毅。西澤忠義。飯塚孝。 

川手直明。倉知英行。 

 

  議  題  本年度の活動進捗状況を各委員長より発表 

 

 



 
 
 
 
 
 

★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１３２０回例会予定 [2015年 1月 29日(木)]  

祝賀者  誕生日       生駒昌太郎さん（2/2日） 

                                                                                        ﾊﾟｰﾄﾅｰ誕生日   川手直明さん  （2/1日） 

       結婚記念日    小野佐千夫さん（2/1日）  福神邦雄さん（2/4日） 

卓話                  「            」 

                 ザ・キャピトルホテル東急 

                     総料理長 加藤 完十郎 様（大江さん紹介） 

●山の手伝言板 

   1月 22日（木）   ロータリー情報委員会 新会員ガイダンス 13：45～「オリガミ」 

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

   1月 26日（月）   次年度理事・役員懇談会  18：30～ 「東京会館 東苑」 

   2月 5 日（木）   卓話 「ｲﾆｼｴｰｼｮﾝｽﾋﾟｰﾁ」 松山会員、竹内会員、杉本会員 

   2月 12日（木）   卓話 「意外に良いかも、小学校受験」 吉岡俊樹会員 

                    TOGETHERS実行委員会  13：45～ 「オリガミ」 

   2月 19日（木）   卓話 「方言が消えてゆく」 木部暢子様（春日さん紹介） 

   2月 25日（水）   国際ﾛｰﾀﾘｰ第 2750地区 「地区大会」 本会議 

                 9：00～ ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ新高輪 国際館ﾊﾟﾐｰﾙ 

   2月 26日（木）   例会休み（地区大会に振替） 

             TOGETHERS炉辺 

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

