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●第 1230回例会報告 

ROTARY  

CLUB OF 

TOKYO 

YAMANOTE 

2013/2014 

ENGAGE  ROTARY,   

CHANGE  LIVES 

RI会長 ： ロン D. バートン 
 

MAKING DREAMS COME TRUE  

BEYOND GENERATIONS 

会長 ： 吉岡桂輔 

第１２５４回例会プログラム 

2013年 7月 4日(木) 

 

点鐘・・・・・・・・・・・・・・・         吉岡会長 

今週の歌・・・・・・・・・・・         「君が代」 

ロータリーソング・・・・・         「山の手ロータリー讃歌」 

                                 ソングリーダー ： 新井秀幸さん 

ビジター・ゲスト紹介・・      親睦委員会 

入会式・・・・・・・・・・・・・         福元恒徳さん（清水毅さん紹介） 

                        中田成徳さん（吉岡桂輔さん紹介） 

                        高橋悦男さん（飯塚さん紹介） 

                        佐藤  孝さん（清水(庸)さん、川合さん紹介） 

祝賀者・・・・・・・・・・・・・             誕生日      倉知  英行さん（9日） 

                              高橋  悦男さん（9日） 

                ﾊﾟｰﾄﾅｰ誕生日              生駒昌太郎さん（1日） 

                              山崎  武彦さん（5日） 

会長報告・・・・・・・・・・・        吉岡会長 

委員会報告・・・・・・・・・        各委員会・同好会  

幹事報告・・・・・・・・・・・        瀧本幹事 

ニコニコ発表・・・・・・・・           ＳＡＡ 

卓話・・・・・・・・・・・・・・・         「今 年度の目標 について」  吉岡 桂輔 会長 

次週予告・・・・・・・・・・・          プログラム委員会 



●第 1253回例会報告 

2013年 6月 27日（木） 

新旧理事・役員・委員長歓送迎夜間例会 

会員数  60名 （対象） 60名 

当日出席数   42名（70.00%） 

前回修正出席率         （91.67%） 

 

・ゲスト 

佐藤  孝さん(7月入会) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●木槌引継ぎ式 星野会長から吉岡エレクトへ 

 

 

 

 

 

 

●2012～2013年度 

    皆出席者記念品贈呈 

     (山崎武彦出席委員長) 

＜5年皆出席＞ 

新井秀幸さん 清水庸男さん 

倉知英行さん 

 

 

 

 

 

 

 

＜1年皆出席＞ 

新居さん  新井さん  伊達さん 

日野さん  星野さん  市川さん 

飯塚さん  生駒さん  磯野さん 

神通さん  亀井さん  春日さん 

川合さん  川手さん  北原さん 

倉知さん  増田さん  松木さん 

森本さん  大川さん  小野さん 

佐々木さん  里内さん   

清水（庸）さん        鈴木さん  髙村さん 

竹村さん  瀧本さん  山田さん 

山崎(良)さん  吉岡（桂）さん 

 

 



●委員会報告 

震災復興支援委員会（清水庸男委員長） 

＜2012-2013年度 募金報告・下期＞ 

前回までの合計     ２，１６３，０００円 

 6/27  例会                                                                 ４３２，０２０円 

累計                   ２，５９５，０２０円 

  

 本日で、震災復興支援委員会の当初の

目標である 3年間が終りました。 

皆様の絶大なるご支援に深く感謝申上

げます。 

 

 

●ニコニコＢＯＸ 

本日の合計                                   １５３，０００円 

    累計               ３，３６１，７７２円 

 

新居英一さん  13代目を勤めさせて

頂きました。 まだまだ元気で、楽しく出

席しています。 

新井秀幸さん  星野会長、髙村幹事、

おつかれ様でした。 楽しい 1年間でし

た。 次年度、吉岡さん、瀧本さん、楽

しみにしております。 

伊達 幹さん  星野さん、髙村さん、

お労れ様でした。 とても良い年度でし

た。色々と楽しませて頂きました。 

江中武久さん  星野会長、髙村幹事、

おつかれ様でした。 

 清水会員、3年間ご苦労様でした。   

3年間の清水さんの実行力に感謝！  

福囿正志さん  皆様おつかれ様です。

雨も上って良かったです。 

後藤守機さん  星野・髙村年度、素晴

しかったですよ！！ 吉岡・瀧本年度も

素敵な年度になりますように！！ 

幡野永由さん  ①星野会長、1年間大

変大変御苦労様でした。 ごゆっくりと

云いたいが休めないね！ 

 ②春日さん、今期 1年間ありがとうござ

います。 ただ感謝のみです。 

日野正紀さん  ①星野会長、髙村幹

事、一年間ご苦労様でした。 

 ②この一年半、私は地区委員会の責

任者として活動しましたが、会長・幹

事・事務局には大変お世話になりまし

た。 有難うございました。 いささかツ

カレました。 次年度はゆっくり休ませ

ていただきます。 



弘田明成さん  星野さん、髙村さん、

お疲れ様でした。 吉岡さん、瀧本さん、

これから 1年間よろしくお願いします。 

星野勇介さん  皆様、1年間御協力、

御指導ありがとうございました。 

飯塚 孝さん  夜間例会、お祝い申し

上げます。 星野さん、髙村さん、ご苦

労様でした。 

生駒昌太郎さん  星野会長、髙村幹

事、1年間ご苦労様でした。 来月から

は気楽にロータリーライフを楽しんで下

さい。 

磯野道造さん  1年間お世話になりま

した。 次年度もよろしくお願いします。 

神通康夫さん  星野会長、髙村幹事、

1年間本当にごくろうさまでした。 

亀井 準さん  後藤さんの御下命に

より。 

春日正好さん  星野さん、髙村さん、

楽しい 1年間を本当にありがとうござい

ます。 お蔭で自分の好みに任せて卓

話者を自在に選ばせてもらいました。 

吉岡さん、瀧本さん、よろしくお願いしま

す。 

川合 孝さん  星野会長、髙村幹事、

1年間ご苦労様でした。 楽しい時間を

共有させていただきありがとうございま

した。 

川手直明さん  星野会長、髙村幹事、

充実した一年でした。 大変ご苦労様

でした。 

北原慎庸さん  会報・HP委員会の山

田様、増田様、森本様、大川様、この 1

年間大変お世話になりました。 星野

会長、髙村幹事、ありがとう御座いまし

た。 

倉知英行さん  星野会長、髙村幹事、

一年間ご苦労様でした。 

増田靜一さん  星野さん、髙村さん、

楽しい 1年間でした。 おかげさまで今

年も 100％出席でした。 

森本正昭さん  星野・髙村丸、成果満

載で帰港おめでとうございます。 ご苦

労様でした。 



西澤忠義さん  星野会長、髙村幹事、

1年間御苦労様でした。 

大川丈男さん  星野会長、髙村幹事、

一年間本当にご苦労様でした。 お世

話になりました。 ありがとうございま

す。 

小野佐千夫さん  新旧理事・役員・委

員長歓送迎夜間例会の盛会を祝して。 

清水庸男さん  星野会長、髙村幹事、

1年間ご苦労さまでした。 

鈴木康之さん  当年度1年間、本当に

楽しい例会でした。 今后共よろしくお

付合下さい。 

髙村昌秀さん  みなさん 1年間ありが

とうございました。 

竹村潤二さん  星野会長、髙村幹事、

お疲れさまでした。 

瀧本 司さん  株主総会も無事終了。

ニコニコ。 

上田正昭さん  大腿骨骨頭骨折（ヒ

ビ）。 ようやく少し歩ける様になりまし

た。 

山崎良雅さん  星野さん、髙村さん、

一年間御苦労様でした。 来週からは、

ゆっくりと例会の食事を楽しんで下さ

い。 

横山雅也さん  星野会長、髙村幹事、

おつかれさまでした。 

吉岡桂輔さん  星野会長、髙村幹事、

1年間お世話になりました。 今後とも

よろしくお願いいたします。 

吉岡俊樹さん  星野会長おつかれさ

までした。 一年間ありがとうございまし

た。 

佐藤 孝さん  7月から入会させて頂

きます。 嬉しいな。 ニコニコ。  

新人ですのでよろしくご指導下さい。 

入江浩子さん  星野会長、髙村幹事、

一年間大変お世話になりました。   

事務局の引越など大変でしたが、会

長・幹事の沢山のフォローで、なんなく

スムーズに仕事が出来ました。 ありが

とうございました。 

 

 



 
 
 
 
 
 

●山の手伝言板  

2013～2014年度 

                          4    7月  4日（木）             理事会 11：00～ 例会場 

                      クラブ協議会 13：45～ TKP 赤坂ﾂｲﾝﾀﾜｰｶﾝﾌｧﾚﾝｽｾﾝﾀｰ 10A                          

4                                7月 10日（水）             山の手 手話サークル 

                          4    7月 18日（木）             卓話「ロータリー希望の風奨学金」 

                    ロータリー希望の風 代表 上野 操様（吉岡さん紹介） 

                          4    7月 25日（木）             卓話「福島第一原子力発電所事故を経験して考えた事」 

                前愛育病院院長 元東京大学医学部講師 産婦人科医師  

堀口 貞夫様（灰田さん紹介） 

                          4    8月  1日（木）             例会休み （規定 1） 

 

★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  2012-13北原慎庸 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 

瀧本  司 

吉岡俊樹 

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） 

吉岡桂輔 

●第１２５５回例会予定 [2013年 7月 11日(木)]  

 

祝賀者  誕生日    崎山 收さん  （16日） 

       

卓話                  「福島・原発と人びと」 

      （株）デイズジャパン 代表取締役社長 広河隆一様（吉岡桂輔さん紹介） 

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

