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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１２５７回例会プログラム 

2013年 7月 25日(木) 

 

点鐘・・・・・・・・・・・・・・・         吉岡会長 

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    佐藤  孝さん（3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・・・・・・・・・・・・・・・         「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                                 

次週予告・・・・・・・・・・・          プログラム委員会 



●第 1256回例会報告 

2013年 7月 18日（木） 

会員数  64名 （対象） 64名 

当日出席数   42名（65.63%） 

前回修正出席率         （82.81%） 

 

・ビジター 

星野敏夫さん（静岡日本平 RC） 

 

●委員会報告 

震災復興支援委員会 

          （大川委員長・北原委員） 

＜2013-2014年度 

      希望の風奨学金 募金報告＞ 

 7/11  例会                                                                              ５２，０００円 

 7/18  例会                                                                              ２１，０００円 

累計                                ７３，０００円 

 

会員増強維持委員会   （倉知委員長） 

  来る 8月 22日（木）に開催される会員

増強の拡大夜間例会の準備のため、来

週 7月 25日例会終了後、当ホテルフロン

ト階「オリガミ」にて会員増強委員会の炉

辺を行いますので、委員の皆様はご参加

ください。 

なお、拡大夜間例会にご招待するゲス

トを募っておりますので、お手元に回覧し

ておりますリストに是非ご記入をお願いい

たします。 

参加費は会員ゲストともに予算措置して

おりますので無料でございます。 

 

●ニコニコＢＯＸ 

本日の合計                                      ４３，０００円 

    累計           ２４９，０００円 

 

静岡日本平 RC 星野敏夫さん   

静岡日本平 RCの星野です。陸前高田

に楽器を寄付にいった帰りです。 本年

度は 5月 31日に TOGETHERSを開催

する予定です。引続きご指導をお願い

申し上げます。 

新居英一さん  暑い日が続きますが、

皆様お元気ですか。 

新井秀幸さん  暑さ寒さも彼岸までと

は言いますが、夏本番はこれからです

ね！ 皆さん、お体に気を付けて！！ 

福囿正志さん  今日は少ししのぎや

すくなりました！！ 皆様も体調にお気

を付けてお過し下さい。 



川合 孝さん  上野操さん、本日の

卓話をたのしみにしています。 

松原俊夫さん  先週ある行事で目が

まわりました。 皆様もご自愛を。 

西澤忠義さん  暑中御見舞申し上げ

ます。 

佐藤 孝さん  暑中御見舞申し上げ

ます。 

里内俊夫さん  世の中の何もかもが

急速に進んでいる中で、ボクは平和ボ

ケで暮しています。 これから 100年イ

ヤ 1,000年先の子孫達はどんな暮しを

するのでしょうか。 

鈴木康之さん  昨日、J リーグの浦和

レッズと横浜 Fマリノスの試合に招待さ

れて特別席でみてきました。 久し振り

にモエました。 

吉岡桂輔さん  本日の「希望の風奨

学金」の卓話、上野操様、よろしくお願

いします。 

吉岡俊樹さん  会報委員長として初

めて週報を発行いたしました。 これか

ら一年間、よろしくお願いいたします 

●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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

●山の手伝言板    

                          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  2日（金）～5日（月）             事務局休暇 

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

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

                          4    8月 22日（木）             会員増強拡大 夜間例会 

                18：30点鐘  ザ・キャピトルホテル東急 1F「鳳凰の間」 

                          4    8月 29日（木）             卓話   毎日新聞社編集局社会部 

                      編集委員  萩尾 信也 様（清水庸男さん紹介） 

★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 副委員長 

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１２５８回例会予定 [2013年 8月 8日(木)]  

 

祝賀者  誕生日               津谷明紗子さん（9日）  岩瀬 力さん （11日） 

                          星野勇介さん   （12日） 

             ﾊﾟｰﾄﾅｰ誕生日   植田玄彦さん            （12日）  鈴木康之さん（15日） 

       結婚記念日   岩瀬 力さん   （20日） 

 

臨時総会   「会長ノミニー指名特別委員選挙」 

 

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/

