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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１３２１回例会プログラム 

2015年 2月 5日(木) 
 

点鐘・・・・・・・・・・・・・・・         川手会長 

今週の歌・・・・・・・・・・・        「君が代」 

ロータリーソング・・・・・         「日も風も星も」 

                                 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 

祝賀者・・・・・・・・・・・・・          誕生日         大江静男さん（6日） 

                         瀧本  司さん（7日） 

                         川合  孝さん（8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・・・・・・・・・・・・・・・         「イニシエーションスピーチ」 

                          松山弘行 会員 

                         竹内洋子 会員 

                         杉本行男 会員 

次週予告・・・・・・・・・・・          プログラム委員会 



第 1320回例会報告 

2015年 1月 29日（木） 

会員数  64名 （対象） 64名 

当日出席数   44名（68.75%） 

前回修正出席率         （87.50%） 

 

・ビジター 

竹井英久さん（東京西 RC） 

 

・ゲスト 

菊地秋雄さん（竹村さん紹介） 

 

●委員会報告 

親睦委員会 「二木会」  （新井委員長） 

  2月 12日（木）、第 3回二木会を銀座松

屋デパートの裏に有る、イタリアンレストラ

ンで行います。 ここは、イタリア料理を食

べるだけでなく、マジックショーを各テーブ

ルに回って見せてくれます。 このマジッ

クをする方は、プロのマジシャンに「種」を

教えるというぐらいのマジックの先生です。 

本業も西城高校の数学の先生だそうで

す。 

 

 

地域社会/環境委員会 「TOGETHERS」 

               （吉岡俊樹委員） 

  ＜トゥゲザーズ実行委員会炉辺＞ 

  2月 25日（水）、18：00より御徒町にて

行います。 一部の方に誤った日程を連

絡しているかも知れません。 ご確認くだ

さい。 

 

●ニコニコＢＯＸ 

本日の合計                                     ７６，０００円 

    累計         ２，０２７，００２円 

 

江中武久さん  本日のソングリーダー

に感謝。 皆様大きな声でうたえました

か？ 山の手大人の幼稚園、音楽の先

生より。 

福神邦雄さん  娘親子がしょっちゅう

家に来ます。 孫は来て良し、帰って良

しを実感しています。 

福囿正志さん  こんにちは。 久しぶ

りに参加しました。 皆様のお元気な様

子にうれしくてニコニコ。 

後藤守機さん  「イチロー選手」がお

隣りの部屋におられると聞き、サイン帳

を買ってサインしてもらおうと考えまし

たが、“残念”ダメでした。 何とかもら

いたいな！！ 

灰田美知子さん  本日もいそがしいな

がらニコニコです！ 

弘田明成さん  忙しくて笑顔を長く忘

れてました。 今日はにこっとニコニコ。 

生駒昌太郎さん  誕生日のお祝いあ

りがとうございます。 後期高齢者の仲

間入りしました。 

鍜治真起さん  明朝の東京は雪景色

です。 今日ははやくイエに帰り、明日

ははや起きして、朝湯に浸かり、雪見

酒で 2時間過ごします。 

春日正好さん  新年も早くも30日過ぎ

ました。 今年も余すところ 300日余し

かありません。 みなさん、先のことを

急ぐことなく毎日毎日を明るく価値ある

くらしを楽しみましょう。 加藤総料理長

のスピーチがたいへん楽しみです。  

よろしく。 

 



川手直明さん  加藤総料理長、卓話

楽しみに聞かせて頂きます。 女房の

誕生祝有難うございます。 

松山弘行さん  ロータリー情報委員会

の山田委員長、横山副委員長、「新会

員のオリエンテーション」有難うござい

ました。 熱心に教えて頂き、少しでは

ありますが、ロータリーの意義を理解す

る事ができました。 今後ともご指導よ

ろしくお願い致します。 

中田成徳さん  加藤様、本日の卓話

よろしくお願いいたします。 

西澤忠義さん  寒いですね。 皆さん、

インフルエンザに気をつけましょう。 

大川丈男さん  1月最後の例会です。

楽しくおつくろぎ下さい。 明日から今

冬一番の寒波が来るようです。 お身

体ご自愛下さい。 

佐藤 孝さん  先週末に 3度目のオ

フィス移転をしました。 まだ社内の整

理が終わりませんが、渋谷にお出での

際はお立寄り下さいね。 ニコニコ！ 

鈴木康之さん  加藤総料理長さんの

お話し楽しみです。 ニコニコ。 

高橋悦男さん  加藤さん、いつもおい

しい食事、有難うございます。 今日の

卓話、とても楽しみです。 

竹村潤二さん  菊地さん、ようこそ。 

是非入会して我々の仲間になって下さ

い。 

山田 清さん  昨日は地区の新会員

セミナーに主催者側として星野さん、新

会員として竹内さん、ご出席お疲れ様

でした。 

横山雅也さん  雪降らないで！ 

 

吉岡桂輔さん  先日、犬の散歩の途

中、白梅と紅梅が咲いていました。  

寒くても春は確実に近づいてます。  

ニコニコ。 

 

 

●卓話 

「私の料理人生」 

 東急ﾎﾃﾙｽﾞ 兼 ｻﾞ･ｷｬﾋﾟﾄﾙﾎﾃﾙ東急 

      総料理長  加藤 完十郎 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   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１３２２回例会予定 [2015年 2月 12日(木)]  

 

祝賀者  結婚記念日    江中武久さん（14日） 

 

卓話                  「意外に良いかも、小学校受験」  吉岡俊樹 会員 

●山の手伝言板 

   2月 05日（木）   理事会  11：00～ 例会場内 

             地区ゴルフ決勝大会実行委員会  13：45～ 2F「藤の間」 

   2月 12日（木）   TOGETHERS実行委員会  13：45～ 「オリガミ」 

             二木会  18：00～ 「トラットリア・ジョイア」 

   2月 18日（水）   山の手手話サークル 

   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） 

             山の手俳句の会 

   2月 23日（月）   次年度ＳＡＡ炉辺 

   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 

TOGETHERS炉辺  18：00～ 「北海道マルハ酒場」 

   2月 26日（木）   例会休み（地区大会に振替） 

   3月 02日（月）   30周年実行委員会炉辺  18：30～ 「ハシュハシュ」 

   3月 03日（火）   第 119回 親睦ゴルフ会 「成田ゴルフ倶楽部」 

   3月 05日（木）   卓話 「混迷する中東情勢」 中村 滋様（灰田さん紹介） 

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

