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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１２５６回例会プログラム 

2013年 7月 18日(木) 

 

点鐘・・・・・・・・・・・・・・・         吉岡会長 

ロータリーソング・・・・・         「奉仕の理想」 

                                 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・・・・・・・・・・・・・             誕生日    山田  清さん（24日） 

                ﾊﾟｰﾄﾅｰ誕生日         高橋悦男さん（19日） 川合  孝さん（23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・・・・・・・・・・・        倉知副幹事 

ニコニコ発表・・・・・・・・           ＳＡＡ 

卓話・・・・・・・・・・・・・・・         「ロータリー希望の風奨学金」 

                 ロータリー東日本大震災青少年支援 連絡協議会 委員長 

                 国際ロータリー第 2580地区 パストガバナー 

                                             上野 操 様 

次週予告・・・・・・・・・・・          プログラム委員会 



●第 1255回例会報告 

2013年 7月 11日（木） 

会員数  64名 （対象） 64名 

当日出席数   36名（56.25%） 

前回修正出席率         （90.63%） 

 

・ゲスト 

堀口貞夫さん（灰田さんゲスト） 

ｱﾘｿﾝ･ｸｳｴｯｾﾙさん（   〃   ） 

 

●委員会報告 

親睦委員会      （山田委員） 

  親睦委員会の受付の説明を例会終了

後、親睦委員会の方にお知らせしたいと

思いますのでお集まり下さい。 

 

会員増強維持委員会   （倉知委員長） 

  7月 25日木曜日、例会終了後 1時 40

分からオリガミで、第一回会員増強委員

会の炉辺を開催いたします。 主に 8月

22日の会員増強夜間例会に向けた打合

せを行います。 

 

 

●ニコニコＢＯＸ 

本日の合計                                    ７４，０００円 

    累計           ２０６，０００円 

江中武久さん  暑い暑い暑い！ 

 さぁ、今日はソングリーダーです。 楽し

みにしておりました！  

福神邦雄さん  お暑うございます。  

このところ毎朝犬をつれて散歩して、フ

ロに入ってから会社に出かけていま

す。 

幡野永由さん  いよいよ吉岡年度が

始まりました。 小生は久し振りで親睦

委員会です。 体調は相変らずですが、

しっかりやらせて頂きます。 

生駒昌太郎さん  パートナーの誕生

祝のお花ありがとうございました。 

神通康夫さん  先週休みました。  

吉岡会長、瀧本幹事、1年間よろしくお

願いします。 

春日正好さん  猛暑が続いています

が、熱中症に悩まされることなく動いて

いられますから、元気なのだと感謝しつ

つ日々を過ごしています。 ニコニコで

す。 



片岡 鄕さん  13日から日本橋三井

ホールで、アートアクアリウム 2013が

開催されます。 4つのゾーンにそれぞ

れあでやかな香りの演出が楽しめます

ので、ぜひお立ち寄り下さい。 

川合 孝さん  広河隆一さん、卓話を

たのしみにしています。 

倉知英行さん  誕生日のお祝い有難

うございました。 

清水庸男さん  吉岡会長、瀧本幹事、

1年間よろしくお願いします。 

鈴木康之さん  先週日曜日の猛暑の

中、江中さんのコースでゴルフに連れ

ていってもらいました。 仲良くスコアー

をあわせるべく考えて、ワンラウンド仲

良く 106ストロークでおわりました。  

ニコニコです。 

髙村昌秀さん  子供が飼っているザリ

ガニが水槽から逃げだしました。 夜中

に薄暗い階段に逃げだしたザリガニが

いたりするとビックリしますよ。 本当

に。 

瀧本 司さん  広河さんの卓話を楽し

みにしております。 

植田玄彦さん  新年度を祝して！ 

 年 5万円以上のノルマの 1回分として

ニコニコします。 

渡辺彰敏さん  暑い日々が続きます。

この暑さが襲
や

ってくる前日に、我が家の

16年間使ったクーラーの入れ換えが完

了しました。 ラッキー！  

吉岡桂輔さん  会員の皆さん、暑さに

まけず・・・ 元気に過ごしましょう。 

 広河隆一さん、本日の卓話よろしくお願

いします。 

 

 

●卓話 

「チェルノブイリから福島へ、 

           子どもを守るために」  

 （株）デイズジャパン 

    代表取締役社長 広河 隆一 様 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●2013～2014年度 第 1回理事会議事録 

                                幹事  瀧本 司 

 

 

  日  時  2013年 7月 4日（木） 11：00～12：00 

  場  所  ザ・キャピトルホテル東急 例会場 

 

  出席者  上田正昭。磯野道造。後藤守機。江中武久。片岡鄕。川合孝。 

市川隆。川手直明。山崎良雅。星野勇介。倉知英行。春日正好。 

西澤忠義。吉岡桂輔。瀧本司。 

 

  議案内容 

 １）日程と活動内容について 

  会長から、クラブ指針の「年度目標」をもとに、説明があり、それを

受けて日程と活動内容について承認された。 

 

 ２）予算について 

  会長から、クラブ指針の「予算収支計算書」などをもとに、説明があ

り、それを受けて予算全般について承認された。 加えて、収支の透

明性を担保するため、以下の通りの施策が、提案され、承認された。 

  ①30周年記念行事の積立金は、別口座で管理する。 

  ②入会金と一般会計は、別口座で管理する。 

   なお、一般会計の支払いに滞りが出そうな場合は、会長の承認 

を持って、入会金管理口座から補填する。 

  ③人件費内の積立金は、別口座で管理する。 

   なお、復興支援金は従来どおりの別口座で管理することが、 

確認された。 

 

 ３）組織について 

  会長から、クラブ指針の「理事・役員・委員表」などをもとに、説明が

あり、それを受けて組織について承認された。 



 

 

 

 

 

 ４）記念品について 

  会長から、クラブ指針の「慶弔規定」などをもとに、説明があり、以下

のように提案があった。 

 ①慶弔規定に定められていない、古希と喜寿を迎えられた会員に、

今期限りで 5,000円程度の記念品を贈呈してはどうか。 

 この提案について、審議の結果、 

 ＊古希と喜寿を迎えた会員に、5,000 円の記念品を贈呈する旨を、

慶弔規定に加えることが承認された。 

 

 ５）新入会員について 

  会員選考/職業分類委員会からの報告書をもとに、鍜治真起さんの

入会について審議をし、承認された。 

 

 ６）クラブ細則の改定について 

  規定審議会および山の手西グループからの「細則改定」に関する連

絡をうけ、当クラブでの規定改定審議について、吉岡会長から審議手

順の提案が以下の通り説明され、承認された。 

  ①8月 29日 CLP委員会にて事前審議 

  ②9月理事会で、改定審議 

  ③以降、臨時総会、ガバナー訪問時に書類提出 

 

 ７）その他 

①理事から、前年度退会者の質問があり、直前会長から回答があ

った。加えて、会長から前年度審議にかけた、クラブ独自の「休会

制度」について、次回理事会において審議することが説明された。 

 ②理事から、クラブホームページの運用について、更新や情報の充

実を図るべきとの意見が出た。これを受けて、会長から予算の関係

で、最低限の告知にとどめる方針が説明された。 

 ③理事から、現在事務局で管理している銀行口座について、銀行

所在地が事務局から離れているため、近くの銀行に口座を移して

はどうか、との意見が出た。これを受けて、会長から「２」の承認事

項とも合わせ、幹事と会計で相談し原案をまとめ、持ち回り理事会

で、承認をとるよう手順の提案があり、この手順について承認され

た。 

                                 以上 



 
 
 
 
 
 
 

●山の手伝言板 
   

                          4    7月 18日（木）             山の手俳句の会  14：30～ キャピトルホテル 

                          4    7月 22日（月）             30周年準備委員会炉辺  18：00～ 

                青山ダイヤモンドホール「セブンシーズ」 

                          4    7月 25日（木）             会員増強維持委員会炉辺  13：40～ 「オリガミ」 

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

                          4    8月  8日（木）             理事会  11：00～ 例会場 

                      臨時総会 「会長ノミニー指名特別委員選挙」 

                          4    8月 15日（木）             例会休み （お盆） 

★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      岩瀬 力 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 

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１２５７回例会予定 [2013年 7月 25日(木)]  

 

祝賀者  誕生日   佐藤 孝さん （3日） 

 

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） 

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

