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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１３３７回例会プログラム 

2015年 6月 11日(木)  ガバナー補佐最終クラブ訪問 
 

点鐘・・・・・・・・・・・・・・・         川手直明会長 

ロータリーソング・・・・・         「日も風も星も」 

                                 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・・・・・・・・・・・・・          誕生日       吉岡俊樹さん  （20日） 

            ﾊﾟｰﾄﾅｰ誕生日  佐々木光勝さん（13日） 

            灰田美知子さん（25日） 

                        浅野健太郎さん（26日） 

              結婚記念日    片岡  鄕さん  （25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・・・・・・・・・・・・・・・         「一年を振り返って」   川手直明会長  倉知英行幹事 

次週予告・・・・・・・・・・・          プログラム委員会 



第 1336回例会報告 

2015年 6月 4日（木） 

会員数  65名 （対象） 65名 

当日出席数   39名（60.00%） 

前回修正出席率         （83.08%） 

 

・ビジター 

関澤 潤さん（東京世田谷南 RC） 

・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、来週 11日の

6時半よりライブハウス「ブルーモード」に

て開催致します。 多くのご参加お待ち申

し上げます。 

 

親睦委員会 「ゴルフ」 (江中担当委員） 

  川手年度最後の親睦ゴルフコンペ、 

参加者の皆様宜しくお願いします。 

 

 

●ニコニコＢＯＸ 

本日の合計                                     ７０，０００円 

    累計         ３，２６１，００７円 

 

新井秀幸さん  2750地区ゴルフ決勝

大会、無事終了しました。 21チーム

123名出場し、当クラブがホストクラブ

でした。 実行委員長の横山さん、又飯

塚さん、大川さん、竹村さん、佐藤さん、

ご苦労様でした。 出場選手の方もご

苦労様でした。 

伊達 幹さん  井上さんにニッコリさ

れてニコニコ。 

江中武久さん  今日もニコニコ元気で

ーす。 

福神邦雄さん  箱根に 3日行って来ま

した。 天気は悪かったけれど、東京と

は違う雰囲気を味わい楽しかったで

す。 

後藤守機さん  井上さんがニコニコの

発表と聞いて。 

灰田美知子さん  久しぶりに出席でき

ました。 皆様にお目にかかれて幸せ

です！ 

市川 隆さん  先日の地区ゴルフ決

勝大会、横山実行委員長、新井親睦委

員長、他皆様大変お疲れ様でした。 

晴天のもと大成功でよかったです

ね！！ ニコニコ！！ 

飯塚 孝さん  一昨日のゴルフ大会

は横山さんの綿密な計画の下で、大盛

会でした。 私も手伝いの一員で参加し

ましたが、年令の限界を感じました。 

井上豊乃さん  今日は、はじめての受

付けです。 よろしくお願いします。 

川合 孝さん  ゴルフ大会決勝で活

躍された新井親睦委員長はじめ、皆々

様ご苦労さまでした。 

川手直明さん  TOGETHERS瀧本実

行委員長、親睦ゴルフ江中さん、二木

会佐々木さん宜しくお願い致します。 

大川丈男さん  川手会長年度も余す

ところ 1 ヶ月となりました。 6月 6日土

曜日、一大イベント TOGETHERSの開

催でございます。 一丸となってのご協

力、宜しくお願い致します。 

佐々木光勝さん  川手年度最後の二

木会が来週 11日木曜日に行います。

皆様のご参加をお待ち申し上げます。

楽しく過しましょうね。 

 



佐藤 孝さん  RI2750地区ゴルフ決

勝大会、晴天のもと無事終了しました。

事務局としていろいろご手配いただい

た皆様、選手としてプレーなさった皆様、

お疲れ様でした。 そしてありがとうござ

いました。 

鈴木康之さん  梅雨入りです。アジサ

イの白い花が満開です。 

竹山嘉一さん  久しぶりに参加させて

頂きます。 暑い日が続きますが、皆様

ご体調の管理にお気を付け下さい。 

瀧本 司さん  明後日 6/6のトゥゲザ

ーズの応援を皆さまよろしくお願いいた

します。 

 

 

●卓話 
「TOGETHERS」 

            瀧本 司 実行委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜第 34回国際ロータリー第 2750地区 

        親睦ゴルフ決勝大会報告＞ 

  日付   2015年 6月 2日（火） 

   於   鶴舞ｶﾝﾄﾘｰ倶楽部  東ｺｰｽ 

  参加   21 クラブ  総勢 123名 

 ﾎｽﾄｸﾗﾌﾞ  東京山の手ロータリークラブ 

 

   【団体成績】 

 

 

 

 

 

 

 

 

順位 クラブ名 ネット計 

優勝 三鷹 RC 364.6 

準優勝 中央 RC 368.0 

3位 城西 RC 368.8 

4位 蒲田 RC 369.8 

5位 銀座 RC 370.6 

・ ・ ・ 

・ ・ ・ 

・ ・ ・ 

14位 山の手 RC 382.0 

・ ・ ・ 

・ ・ ・ 

・ ・ ・ 

 

 



 
 
 
 
 
 

★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１３３８回例会予定 [2015年 6月 25日(木)]  

  新旧理事・役員・委員長歓送迎例会 

      12：00受付  12：30点鐘  13：30開会 

      ザ・キャピトルホテル東急 1F 「桐の間」 

●山の手伝言板 

   6月 11日（木）   新旧合同理事会  11：00～ 例会場内 

             新旧合同クラブ協議会  13：45～ 2F「橘の間」 

             二木会  18：30～ 「BLUE MOOD」 

   6月 15日（月）   30周年実行委員会炉辺 18：30～ 「ﾘｸﾙｰﾃｨﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ」 

   6月 18日（木）   例会休み （TOGETHERSの振替） 

   6月 25日（木）   臨時理事会  11：00～ 例会場内 

2015～2016年度 

   7月 02日（木）   ガバナー補佐訪問 

             卓話 「今年度の目標について」 山崎良雅 会長 

             理事会 11：00～ 例会場内 

             クラブ協議会（ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐をむかえて） 13：45～ 2F「藤の間」 

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

