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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１３２２回例会プログラム 

2015年 2月 12日(木) 
 

点鐘・・・・・・・・・・・・・・・         川手会長 

ロータリーソング・・・・・         「四つのテスト」 

                                 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・・・・・・・・・・・・・          結婚記念日      江中武久さん（14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・・・・・・・・・・・・・・・         「意外に良いかも、小学校受験」  吉岡 俊樹 会員 

次週予告・・・・・・・・・・・          プログラム委員会 



第 1321回例会報告 

2015年 2月 5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         （87.50%） 

 

・特別ゲスト 

丁 美貞さん（米山記念奨学生） 

 

●委員会報告 

親睦委員会 「二木会」 

              （佐々木担当委員） 

  来週 12日の二木会、おかげ様で多数

エントリー頂きまして有難うございました。

皆様と楽しいひと時を過しましょう。 

 

親睦委員会 「ゴルフ」  （新井委員長） 

  本日例会後、2750地区決勝大会実行

委員会を開催致します。 担当委員の方、

例会後キャピトル 2Fの室を貸し切りして

おりますので出席お願いします。 

 

●ニコニコＢＯＸ 

本日の合計                                    １０８，０００円 

    累計         ２，１３５，００２円 

 

新井秀幸さん  本日例会後、2750地

区親睦ゴルフ決勝大会（150名参加予

定）実行委員会を開催しますので、担

当委員の方、宜しくご出席お願いしま

す。 決勝日は 6月 2日もうすぐです！ 

伊達 幹さん  増田さんにニッコリさ

れ、江中さんに元気な声をかけられて

ニコニコ。 

江中武久さん  雪がつもらない事を願

って！ 今日も元気で！ ニコニコの発

表をさせていただき、大川会員に感謝。

あわせてソングリーダーもさせていただ

き、倉知さんに感謝。感謝。 

後藤守機さん  久しぶりに江中さんが

副 SAAの仕事を？ 雪にならなければ

いいのですが…。 

星野勇介さん  江中P.Pと増田P.Pの

関所は破りずらく。 



市川 隆さん  雪がつもらなくてよか

ったです！！ ニコニコ。 

飯塚 孝さん  立春です。 早く暖かく

なって欲しいですね。 

神通康夫さん  寒いです。 これから

雪になる様です。 イニシエーションス

ピーチの松山さん、竹内さん、杉本さん、

楽しみにしています。 

春日正好さん  東京では冬タイヤ（ス

タッドレス）は要らないとたかをくくって

いた私も、近頃の雪の日の多さに先日

ブリザックを履くことにしました。 だか

ら今夜はいくら降ってもニコニコしなが

ら帰れます。 

片岡 鄕さん  ベルリンより東京の方

がサムイ！！ 

川手直明さん  お三方のイニシエーシ

ョンスピーチ楽しみにしてます。 11月

末に行った一級建築士更新試験、やっ

と合格通知が来てひと安心です。 

倉知英行さん  先週はお休みして高

校の同級生夫妻と、零下 40℃のカナダ

のイエローナイフにオーロラを見に行っ

てきました。 日頃の行いが良いので、

4日間ともすばらしいオーロラが現れま

した。 

増田靜一さん  江中さん、おくれてゴ

メンナサイ。 

松山弘行さん  本日イニシエーション

スピーチをさせて頂きます。 緊張して

おりますが、よろしくお願いします。 

宮﨑公子さん  クラブ・メッドで石垣島

に行って参りました。 暖かい海を眺め

て孫と遊び、その上食べ放題、鍾乳洞、

グラスボートで珊瑚礁見学、素晴らしか

ったです。 東京…寒い！ 悲鳴のニコ

ニコ。 

中田成徳さん  さむい日が続きます

が、皆さんかぜなど召しませんよう。 

大江静男さん  立春の翌日は雪と

は・・・。 

大川丈男さん  毎週毎週例会におき

ますニコニコ募金、皆様ありがとうござ

います。 ニコニコ募金の当番、増田さ

ん、江中さん大先輩に敬意を表して。 

 



小野佐千夫さん  先週は結婚日のお

祝をいただきありがとうございました。 

佐藤 孝さん  先週末、南房総 館山

に行って来ました。 紅梅と水仙が満開

で一部には桜も咲いていました。 花の

シーズンももう間もなくですね。 ニコニ

コ。 

里内俊夫さん  『福は内！福は内！』

節分の夜は早目に仕事を終えて、暖か

いご家庭で皆さまお揃いで『鬼は外！』

家庭円満最高ですネ。 道理で銀座の

クラブはガラ空きだったとかホンマカイ

ナ！ しかし節分が毎晩だったらどうで

しょうかね、奥さま方。アハハハハ…。 

杉本行男さん  当社にモンゴル人の

ガンツェッツェブさんが入社致しました。

今後の活躍を期待してニコニコさせて

頂きます。 ガンバレー！！ 

鈴木康之さん  昨日 80才の女性から

バレンタインのチョコレートを頂きました。

ニコニコです。 でも今のところそれだ

けです。 少し残念です。 昔はよかっ

たなあ。 

高橋悦男さん  久しぶりに鎌倉を歩い

てきました。 梅はまだでしたが天気も

よく、宿からは富士山も見え、楽しい旅

でした。 

 紅梅のさきがけて咲く尼の寺 悦男 

髙村昌秀さん  あまり雪が積もらない

といいのですが。 

竹内洋子さん  スピーチなので！  

キンチョウしています。 よろしくお願い

します。 

瀧本 司さん  誕生日のお祝いあり

がとうございます。 イニシエーションス

ピーチの松山さん、竹内さん、杉本さん、

楽しみにしています。 

横山雅也さん  雪がまた降って来た。

早く晴れて！！ 

山崎良雅さん  ワーイ、雪だ！ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

●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 

 

 

 

 

 
   



 
 
 
 
 
 

★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１３２３回例会予定 [2015年 2月 19日(木)]  

祝賀者  誕生日       西澤忠義さん（19日）  横山雅也さん（20日） 

                神通康夫さん（26日） 

             ﾊﾟｰﾄﾅｰ誕生日  杉本行男さん（19日）  大江静男さん（20日） 

                宮﨑公子さん（21日） 

       結婚記念日    大江静男さん（20日） 

 

卓話                  「方言が消えてゆく」    国立国語研究所 時空間変異研究系 

                    教授・副所長 木部 暢子様（春日さん紹介） 

●山の手伝言板 

   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）   山の手俳句の会 

   2月 23日（月）   次年度ＳＡＡ炉辺  18：30～ 「渋谷ロゴスキー」 

   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） 

             理事会  11：00～ 例会場内 

   3月 11日（木）   遊友会  12：00～ 「リストランテ ASO代官山」 

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

