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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１３２６回例会プログラム 

2015年 3月 12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 ： 吉岡俊樹さん 

ビジター・ゲスト紹介・・      親睦委員会 

祝賀者・・・・・・・・・・・・・          誕生日       里内俊夫さん（13日） 福神邦雄さん（18日） 

            ﾊﾟｰﾄﾅｰ誕生日  江中武久さん（15日） 新井秀幸さん（17日） 

              結婚記念日    神通康夫さん（15日） 星野勇介さん（16日） 

                        竹村潤二さん（17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・・・・・・・・・・・・・・・         「玉川上水を世界遺産に」 

                  学び舎江戸東京ユネスコクラブ 会長 渡部 一二 様 

次週予告・・・・・・・・・・・          プログラム委員会 



第 1325回例会報告 

2015年 3月 5日（木） 

会員数  63名 （対象） 63名 

当日出席数   39名（61.90%） 

前回修正出席率         （82.54%） 

 

・ゲスト 

中村アンナさん（灰田さんゲスト） 

井上 清紀さん（    〃    ） 

灰田 和美さん（    〃    ） 

辻 佐和子さん（川合さん紹介） 

 

・特別ゲスト 

丁 美貞さん（米山記念奨学生） 

 

 

●委員会報告 

第 119回 親睦ゴルフ会（後藤担当委員） 

       2015年 3月 3日（火） 

      成田ゴルフ倶楽部にて開催 

ロータリー情報委員会   （山田委員長） 

  本日配布されましたロータリーの友3月

号の表紙の前後に、全国ロータリー例会

一覧が入っております。 半年に 1回入り

ます。 どうぞご活用ください！ 

 

●同好会 

旨い蕎麦を喰らう会   （山崎担当幹事） 

  3月 23日（月）に「旨い蕎麦を喰らう会」

を、代々木上原の「山せみ」で開催しま

す。 

 

 

●ニコニコＢＯＸ 

本日の合計                                     ８７，０００円 

    累計         ２，３５８，００２円 

 

新井秀幸さん  親睦ゴルフ、優勝しま

した。 寒い中、皆さんおつかれ様でし

た。 幹事の後藤さん、ご苦労様でした。

確かに雨は降りませんでしたね！ 

灰田美知子さん  本日、アラブの話を

楽しみにしています。 （一族で押しか

けてすみません。） 

星野勇介さん  2月 27日東京マラソン

無事完走しました。  後藤さんのセン

トラルスポーツの皆様に応援をいただ

きました。 ありがとうございました。 

順位 氏名 OUT IN GRS HDCP NET 

優 勝 新井秀幸 46 44 90 10（新） 75 

準優勝 川合 孝 44 46 90 09（新） 78 

3位 神通康夫 50 45 95 14（新） 79 

4位 大川丈男 54 51 105 24 81 

5位 鈴木康之 56 59 115 32 83 

6位 宇野 旭 53 48 101 17 84 

7位 市川 隆 51 45 96 12 84 

8位 江中武久 54 54 108 23 85 

9位 西澤忠義 55 51 106 19 87 

10位 飯塚 孝 57 59 116 28 88 

11位 髙村昌秀 55 47 102 14 88 

12位 後藤守機 55 49 104 15 89 

13位 川手直明 65 61 126 34 92 

14位 鍜治真起 59 58 117 21 96 

15位 竹内洋子 71 66 137 36 101 



亀井 準さん  女房の誕生日記念品

ありがとうございます。 

川合 孝さん  辻さん入会の覚悟を

決めたそうですね。 ロータリークラブを

楽しんで下さい。 後藤さん、ゴルフコ

ンペ幹事、ご苦労様でした。 

川手直明さん  自分の誕生日に結婚

して、今日はダブルでお祝を頂き有難う

ございました。 今日の卓話、中村先生

宜しくお願い致します。 

増田靜一さん  誕生日のお祝いをどう

もありがとうございます。80才になりま

したァー。これからも元気で 100 

才をめざしまあす。 カミさんの為に。 

松原俊夫さん  結婚祝い有難うござ

います。 50年になります。 可もなく、

不可もなくです。 

宮﨑公子さん  陽射しが美しくなりま

したね。 先日は夫の誕生日にまっ赤

な大きなバラの花束が届きました。  

本当に有難うございました。 

大江静男さん  中村先生、宜しくお願

い致します。 

大川丈男さん  3月 3日ひな祭りの親

睦ゴルフ、雨もあがって一同楽しいゴ

ルフ。 後藤さん、ありがとうございます。   

新井さん、ありがとうございます。 

 

鈴木康之さん  先週の当クラブのゴ

ルフコンペに参加して 5位入賞し、又ド

ラコン賞を 1つ取りました。 最年長の

参加でしたが、私もまだまだ若いな！

なお、江中さん、車で迎えに来てくれて

ありがとうございました。 

高橋悦男さん  庭の梅が紅、白、満開

となり、今朝は目白が二羽来ました。 

うれしかったですね。 

 梅紅白満開となり目白来る 悦男 

上田正昭さん  家内の誕生祝いにお

花をありがとう存じます。 

山田 清さん  先月 25日の地区大会

での講演者天野先生のお話し、たいへ

ん勉強になりました。 出席したかいが

ありました。 

 

 

●卓話 

「混迷する中東情勢」 

     東京大学公共政策大学院 

         客員教授 中村 滋 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     市川 隆 委員 

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１３２７回例会予定 [2015年 3月 19日(木)]  

祝賀者  誕生日       春日正好さん（24日）  井上明義さん（29日） 

                竹村潤二さん（29日） 新居英一さん（31日） 

             ﾊﾟｰﾄﾅｰ誕生日  弘田明成さん（29日） 

       結婚記念日    井上明義さん（20日） 外池洋隆さん（22日） 

                増田靜一さん（24日） 倉知英行さん（27日） 

 

卓話                  「大好きドラえもん」 

                東京世田谷 RC パスト会長・SAA 別紙 荘一 様 

●山の手伝言板 

   3月 18日（水）   山の手手話サークル 

   3月 19日（木）   山の手俳句の会 

   3月 23日（月）   旨い蕎麦を喰らう会  18：30～ 「山せみ」 

   3月 24日（火）   東京世田谷南 RC との合同例会 

                      12：30～ 「ザ・キャピトルホテル東急」 

   3月 26日（木）・27日（金）   会長エレクト研修セミナー（PETS） 

   3月 26日（木）   例会休み 

   4月 02日（木）   観桜会  10：45～ 「東京サクラ回廊めぐり～ラ・ロシェル山王」 

   4月 06日（月）   山の手東・西グループ ゴルフ予選会 「相模カンツリー倶楽部」 

   4月 09日（木）   青少年奉仕委員会 「トークイベント」  13：00～ 例会場内 

   4月 23日（木）   卓話 「生活困窮者支援の取り組み」 大西証史様 

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

