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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１３３４回例会プログラム 

2015年 5月 21日(木) 創立 29 周年記念夜間例会  
 
点鐘・・・・・・・・・・・・・・・         川手直明会長 
ロータリーソング・・・・・         「我らの生業」 
                                 ソングリーダー ： 生駒昌太郎さん 
ビジター・ゲスト紹介・・  親睦委員会 
祝賀者・・・・・・・・・・・・・          ﾊﾟｰﾄﾅｰ誕生日  飯塚  孝さん  （21日）西澤忠義さん（21日） 
                        幡野永由さん  （26日） 
              結婚記念日    佐々木光勝さん（24日）佐藤雅巳さん（26日） 
会長報告・・・・・・・・・・・        川手直明会長 
委員会報告・・・・・・・・・        各委員会・同好会  
幹事報告・・・・・・・・・・・        倉知英行幹事 
ニコニコ発表・・・・・・・・           ＳＡＡ 
卓話・・・・・・・・・・・・・・・         「山の手ロータリーと私」 
                        初代会長 上田 正昭 会員 
次週予告・・・・・・・・・・・          プログラム委員会 
 
第二部  創立記念パーティー 
 
司会・進行・・・・・・・・・・        親睦委員会 松山弘行さん、竹内洋子さん 
乾杯・・・・・・・・・・・・・・・         神通康夫会長ノミニー 
歓談・会食 
春日正好さんもメンバーである NMCによるマンドリン演奏 
閉会の辞・・・・・・・・・・・        山崎良雅会長エレクト 
手に手つないで・・・・・・     生駒昌太郎ソングリーダー 
 
 

 



第 1333回例会報告 

2015年 5月 14日（木） 

会員数  65名 （対象） 65名 

当日出席数   40名（61.54%） 

前回修正出席率         （80.00%） 

 

・ビジター 

鳥越  徹さん（福岡 RC） 

森  正博さん（倉敷 RC） 

 

・ゲスト 

林 鉄太郎さん（清水毅さん紹介） 

 

・特別ゲスト 

丁 美貞さん（米山記念奨学生） 

 

 

●委員会報告 

親睦委員会 「二木会」 

              (佐々木担当委員） 

  川手年度最後の二木会が、6月 11日

木曜日に市川さん紹介で入会されました

天野さんのお店で開催致します。 本格

的ライブハウスです。 エルビス・プレスリ

ーの歌に酔いしれて頂きたいと思います。

多数のご参加お待ち申し上げます。 

 

 

親睦委員会 「ゴルフ」 (江中担当委員） 

  6月 9日は川手年度最後の親睦ゴルフ

会です。 

 

 

 

次年度プログラム委員会 (後藤委員長） 

  来年度の卓話者のご紹介をお引き受

け下さった皆様方、どうぞよろしくお願い

致します。 

 

震災復興支援委員会    （竹村委員） 

＜2014-2015年度 

       希望の風奨学金 募金報告＞ 

前回までの合計                    １１６，０００円 

  5/14 例会                ２９，０００円 

（上期分の送金額            △２５０，５００円） 

計                  １４５，０００円 

 

＜2014-2015年度 

    DAYS被災児童支援 募金報告＞ 

前回までの合計                    １３７，５００円 

  5/14 例会                ２９，０００円 

（上期分の送金額           △２００，０００円） 

計                  １６６，５００円 

 

 

●ニコニコＢＯＸ 

本日の合計                                     ７８，０００円 

    累計         ２，９８６，００７円 

 

天野純一さん  入会して初体験の行

事が目白押しですが、力まず楽しませ

ていただきたいと思っております。   

どうぞよろしくお願いいたします。 

江中武久さん  野口さん、卓話楽しみ

にしております。 

福神邦雄さん  このところヤボ用が多

く、欠席がちでした。 やっと出席ができ

ました。 



後藤守機さん  5/10に結婚記念日、

今日 5/14は家内の誕生日祝いにきれ

いなお花をありがとうございました。  

これからも健康で仲よく頑張りたいと思

います。 

神通康夫さん  今日も良い天気で暑く

なりそうですね。 

春日正好さん  先日の私どものマンド

リン・クラブの演奏会に、わがクラブの

関係の方々が 30名以上もおいで下さ

いました。 大いに励みになりました。

心からお礼を申し上げます。 当日の

来場者は 1,200名ほどで、大方の人に

楽しんでいただけたようでホッとしてい

ます。 年齢を重ねての音楽仲間は楽

しいものです。 

川合 孝さん  吉岡俊樹さんと星野

勇介さんのお陰で、来年 5月 15日に 

トゥゲザーズの会場が昭和女子大とオ

リセンの両方が内定しました。 ありが

とうございます。 

川手直明さん  野口様、今日の卓話

宜しくお願いします。 

増田靜一さん  家内の展覧会に多勢

さん来てくださり、誠にありがとうござい

ました。 

森本正昭さん  GW中、小淵沢で二度

目の桜を楽しみました。 錦織選手の

試合を夜中の中継をヤキモキしながら

観ていますが、年寄りには苦になりま

せん。 

中田成徳さん  野口様、本日の卓話

よろしくお願いいたします。 

西澤忠義さん  暑いですね。 5月中

旬ですよ。 30度なんておかしいです

ね。 

大江静男さん  一年で一番気持ちの

良い季節になりました。 

大川丈男さん  お天気も最高ですね。

すがすがしい初夏、5月の季節！   

満喫して下さい。 人生、おもしろ おか

しく！ 

佐々木光勝さん  しばらくお休みを頂

きすいませんでした。 これからもどう

ぞ宜しくお付合い下さい。 健康のあり

がたさをかみしめております。 

 尚、6月 11日二木会のご参加、どうか

宜しくお願い申し上げます。 

里内俊夫さん  毎年 5月の連休 6日

間、ホテルオークラで開かれる 10 ヵ国

の大使、大使夫人のガーデニングを女

房と見学に行った。 各国お国自慢、さ

すがにものすごいボリュームとその美

しさにびっくり、一瞬息をするのを忘れ

た。 これ一週間でこわすの！ ヒエー

ッ勿体ない。 

杉本行男さん  お医者から「1 ヵ月間

の禁酒」を通告されました。 前向きに

とらえニコニコ。 どなたか断酒の会ご

存知ありませんか～？ 

鈴木康之さん  ゴルフシーズンですね。

まだまだプレイしたいです。 あと何年

出来るかな。 

髙村昌秀さん  大川さんのアップルウ

ォッチを見せてもらいました。 すごいで

すね。 



竹村潤二さん  春日さん、先日はマン

ドリン演奏会へお誘いいただき有難う

ございました。 先日もお話したように

亡き父がマンドリンをやっておりまして、

私も小学校に入る前に良く聞いた事が

ありました。 それ以来でマンドリンの

音色に父が重なり、聞き乍ら涙が出ま

した……。 

竹内洋子さん  5月 25日 NHK「ひるま

えほっと」に生出演します。 中高年男

性のスレンダーな見せ方を提案予定で

す。 是非感想を聞かせて下さい！ 

私の出演は 11：35～15分位です。 

瀧本 司さん  野口様、本日の卓話

を楽しみにしております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●卓話 

「反腐敗と国家権力の乱用実態」 

 一般社団法人 新外交フォーラム代表 

   拓殖大学 客員教授 野口 東秀 様 

 

現代中国は共産党による政権が国家

権力を維持・支配している中で、現習政権

の誕生から今日までの特質について、ジ

ャーナリストの視点から所見を述べられ

た。 

新聞紙上に頻出しているように、反腐

敗運動は国家的な取り組み事項として厳

正な摘発・追求が行われているが、その

事情について同氏の見るところをおおむ

ね説明された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

●青少年交換来日生 モレナ・カルデロンさんより 

              山の手ロータリーの皆さんへ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

★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    神通康夫 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１３３５回例会予定 [2015年 5月 28日(木)]  

祝賀者  誕生日       町田行功さん （28日） 亀井  準さん（29日） 

             ﾊﾟｰﾄﾅｰ誕生日  佐藤雅巳さん（6/3日） 

       結婚記念日    吉岡桂輔さん （29日） 

卓話                  「ジャパニーズドリームの”場”を創る」 

          アイ・ティー・イー（株） 社長 パンガジ・ガルグ 様（福神さん紹介） 

●山の手伝言板 

   5月 28日（木）   山の手俳句の会  14：30～ キャピトルホテル 

   6月 02日（火）   ＲＩ2750地区ゴルフ決勝大会  「鶴舞ｶﾝﾄﾘｰ倶楽部 東ｺｰｽ」 

   6月 04日（木）   卓話 「TOGETHERS」 瀧本 司会員 

   6月 06日（土） ～9日（火）  国際大会 「サンパウロ」 

   6月 06日（土）   地域社会/環境委員会 TOGETHERS開催 11：00～「ｵﾘｾﾝ」 

   6月 09日（火）   第 120回親睦ゴルフ会  「平塚富士見カントリークラブ」 

   6月 11日（木）   卓話 「一年を振り返って」 川手直明会長 倉知英行幹事 

             二木会  18：30～ 「BLUE MOOD」 

   6月 18日（木）   例会休み （TOGETHERSの振替） 

   6月 25日（木）   新旧理事・役員・委員長・歓送迎昼例会  12：30～ 

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

