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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１２５９回例会プログラム 

2013年 8月 22日(木)  会員増強拡大夜間例会  

 

点鐘・・・・・・・・・・・・・・・         吉岡会長 

ロータリーソング・・・・・         「四つのテスト」 

                                 ソングリーダー ： 江中武久さん 

ビジター・ゲスト紹介・・      親睦委員会 

祝賀者・・・・・・・・・・・・・         誕生日           伊達  幹さん （24日） 

                中田成徳さん （26日） 

                ﾊﾟｰﾄﾅｰ誕生日     山田  清さん （24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・・・・・・・・・・・・・・・         「リオデジャネイロ オリンピックに向けて」 

                 セントラルスポーツ研究所 ロンドン五輪水泳日本代表 

                                    渡邉 一樹 様 

増強拡大企画・・・・・・・        会員増強維持委員会 

次週予告・・・・・・・・・・・          プログラム委員会 



●第 1258回例会報告 
2013年 8月 8日（木） 

会員数  66名 （対象） 66名 

当日出席数   44名（66.67%） 

前回修正出席率         （87.69%） 

 
・ビジター 
髙田知佳さん（タイ・バンラック RC） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
●入会式 
  鍜治真起さん（竹村さん紹介） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●委員会報告 
地域社会/環境委員会  （浅野委員長） 

  土と遊ぶを、東京育成園の子供達と松

原さんの農園（杉並区清水）にて行いま

す。 

9月 16日にじゃがいもの植えつけとバ

ーベキューを、11月 24日に収穫を行いま

す。 

子供達の送迎の車を出していただける方

を募集しております。 出して下さる方は、

北原さん、松木さんか浅野までご連絡下

さい。 

 

震災復興支援委員会  （大川委員長） 

  震災復興委員会を清水前委員長から

引き継ぎまして、はじめての委員会報告

になります。 

  東京山の手ロータリーが震災復興支援

に至りました経緯につきましては、これま

での清水委員長は 3年にわたり穏やかな

れど、こころあつく訴え続けていらした、

『山の手ロータリーならではの奉仕の精

神を追及して独自の復興支援をしよう』

と。 

そのわたくしたちのひとつに結集した気持

ちと行動は、先般、竹村潤二さんの紀行

文「東日本大震災復興支援ロータリー親

睦旅行に参加して…」（週報 No.1247）に

的確に著されていたように思われます。 

全力を尽くしてやってきた、まさにその左

証といえます。 

 

そして、思います。 

きょうから明日へ、世代をへて生かしてい

きたい、それが、いちロータリアンの使命

であり、誇りではないか、と。 

清水庸男さんは「自分は理不尽、ほんとう

に困っているひとに遭遇すると黙ってはい

られないんだよ」。 

清水さんの真っすぐな姿勢、その本質は

大切に引継いでいきたいと思っておりま

す。 

 

 



  吉岡年度の震災復興支援、 

どういう「かたち」をなせば、東京山の手ロ

ータリーのみなさんのひとつになった賛同

を得られるか、自分の力では、まだまだ甚

だ脆弱ではございますが、いっしょけんめ

いに志しと立ち位置を定めすすみたいと

思っております。 

支援の中心の柱を「将来を担う、大きな夢

と大志をもった被災地の子供たち」に、と

考えています。 

 

以上の趣旨に照らしつつ、 

 

1）「ロータリー希望の風奨学金」プログラ

ムへの参加です。 

   「毎月」11日に近い例会にて奨学金

募金活動を行います。当該奨学生には

月 5万円が支給されます（山田町、大

槌町 現 14名）。 

 ・ロータリーの友 8月号 26頁 現況報告

が載っております。ぜひ御一読くださ

い。 

 

2）NPO沖縄・球美（クミ）の里「DAYS被災

児童支援募金」 

   先般卓話をいただいた広河隆一さん

主催です。福島原発事故で被ばくした

か、あるいは今も汚染された地域に住

む子供たちの健康回復のための沖縄

における保養センターへの支援です。 

 

どちらもいくらでもけっこうです。 

東京山の手ロータリーの皆様のお気持ち、

お待ちしております。 

 

 

3）山田町をはじめ年間テーマをさらに考

えて、わたくしたちの精神に合致した

「企画」それごとの応援をしたい。 

 

以上 

 

＜希望の風奨学金 募金報告＞ 

前回までの合計       ７３，０００円 

8/8 例会          １９，０００円 

累 計                   ９２，０００円 

 

 

＜DAYS被災児童支援 募金報告＞ 

 8/8 例会            ３１，０００円 

 

 

 

●ニコニコＢＯＸ 

本日の合計                                     １０７，０００円 

    累計           ４１６，０００円 

 

新井秀幸さん  暑い毎日が続いてい

ます！ 皆さん、お体に気を付けて！ 

江中武久さん  川合会員のおかげで

久しぶりにカラオケで一曲唄わせてい

ただきました。 自分の唄える曲は二曲

しかないのですが、イントロがなりまし

たのでとってしまいました。 佐々木先

輩すみませんでした。 

福神邦雄さん  2番目の孫が生れまし

た。 キャサリン妃と同じ出産予定日と

出産日でした。 実家に戻っています。 

福囿正志さん  今週末から夏休みに

入ります。 九州の鹿児島へ行って来

ます。 

灰田美知子さん  都庁の講演、無事

に終りました。 星野元会長、山田さん、

ありがとうございました。 ニコニコ。 

弘田明成さん  ニコニコ入れればニコ

ニコ。 

星野勇介さん  バンラックロータリー

の髙田さん、ようこそお越くださいまし

た。 楽しんでください。 

飯塚 孝さん  残暑お見舞いとはい

え本当に暑いですね。 来週は一週間

休めます。 

 

 



鍜治真起さん  昨日は茅ヶ崎の本屋

さんで、30組の母子にパズルの楽しさ

を伝えてきました。 盛り上がりました。 

亀井 準さん  猛夏ご自愛下さい。 

川手直明さん  吉岡会長、瀧本幹事、

後藤さん、渡辺（彰）さん、暑中見舞い

有難うございました。 ニコニコにてお

礼申し上げます。 

北原慎庸さん  松原さん、今朝はあり

がとう御座いました。 9月 16日（祝月）

“土と遊ぶ”で又お世話になります。 

増田靜一さん  お世話になってます。

新井さん、北原さんと目があっちゃった

ので……。  カンボジアの孤児院を慰

問してきました。 

松木昭和さん  来月の土と遊ぶ、宜し

くお願いいたします。 

森本正昭さん  暑中見舞頂き恐縮で

す。 先日川合さんにカラオケ館プレオ

ープンにご案内頂き、40年前振りの銀

座を味わいました。  「風立ちぬ」のア

ニメに感動しました。 戦中派はもとよ

り、皆様是非ご覧下さい。 

大川丈男さん  東日本大震災復興支

援の募金、1つは「ロータリー希望の風

奨学金」、もう 1つは「沖縄・球美（クミ）

の里募金」です。 少額でも、いくらでも

結構でございます。 宜しくご支援お願

い申し上げます。 

佐藤 孝さん  暑中御見舞申し上げ

ます。 

里内俊夫さん  サハリン、昔のカラフト

と北海道稚内 北の端に出張。 日本

が統治していた頃の建物、そのまま使

われているものもあり、感慨深いもの

がありました。 

清水庸男さん  暑中お見舞申上げま

す。 

鈴木康之さん  8月 15日、家内の誕

生祝いありがとうございました。 その

日は日本国と私の敗戦記念日です。 

 

髙村昌秀さん  子供の夏休みの宿題

のチェックが毎晩の日課です。 

竹村潤二さん  本日より入会されます

鍜治さんを、皆様よろしくお願いします。

“マッキ―”と呼んでやって下さい。 

植田玄彦さん  12日が家内の喜寿の

誕生日です。 グラマーだった若い頃と

違ったババアなりの年輪もそれなりに

面白いと感じています。 

横山雅也さん  今日は人間ドックでゲ

ホゲホしながら胃カメラを飲みました。 

無事終了しニコニコ。 

吉岡桂輔さん  立秋過ぎてこれから

更に暑くなるそうです。 皆様、健康に

留意して夏をのりきって下さい。 

吉岡俊樹さん  これから暑くなりそうで

すね。 8月は今日しか出席できず、さ

びしいです。 残り 2回分も含めてニコ

ニコ！ 

 

 

 

●臨時総会 
「会長ノミニー指名特別委員会 委員選挙」 

           川手直明 会長エレクト 

  8月 8日（木）の臨時総会にて選挙が行

われ、星野勇介さん、江中武久さん、飯

塚孝さん、日野正紀さんが選出されまし

た。 

  従って本年度の会長ノミニー指名特別

委員会は、上記 4名に吉岡会長、瀧本幹

事、川手会長エレクトを加えた 7名で構成

されます。 

  8月 29日（木）の例会前 11：00より委員

会を開催いたしますので、委員の方はご

出席願います。 

 

 

 

 

 

 



 
●2013-2014年度 第 2回理事会議事録 
                                 副幹事 倉知英行 
 
 

日    時 2013年 8月 8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。後藤守機。江中武久。大川丈男。市川隆。川手直明。 

  星野勇介。吉岡桂輔。倉知英行。 

 

議案内容 

１） 会員増強拡大夜間例会の件 

来る８月２２日に開催する例会のスケジュールとゲスト応募状況について、会

員増強委員長より報告があった。ゲストは会員ＯＢを含め２０名の枠がある

が現在１０名程度に留まっておりＯＢへの働きかけを行う。 

 

２） 休会制度の件 

予てより懸案であった業務繁忙または健康上の理由により、規定の例会出

席が困難な会員に対する新たな休会制度について、会員増強委員長より別

紙資料を基に概略の説明があり、ＲＩの出席規定免除規定に沿った内容で

個々に理事会承認事項として運営したに旨提案があり、内容・運営方法は満

場一致で了解された。 

なお正式な手続きとしては、今月開催されるＣＬＰ委員会にて議論し来月の

理事会に付議することとした。 

また津谷会員の会員継続意思の確認は、幹事より早急に行うこととした。 

 

３） その他 

会長より、浅木元会員の再入会に伴い、今後退会後経過期間の短い場合の

提出資料を簡便な再入会申込みのみで行うこととしたい旨提案があり、満場

一致で了承された。 

なお、退会後の期間は２年以内とし、以前の推薦人が退会している場合は現

会員の推薦書追加提出を要することにした。 

 

                                             以上 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

●山の手伝言板 

                              8月 26日（月）           旨い蕎麦を喰らう会  18：30～「室町砂場」 

                              8月 27日（火）              プログラム委員会 炉辺  18：00～ キャピトル「星が岡」 

                              8月 28日（水）              山の手 手話サークル 

                                8月 29日（木）             会長ノミニー指名特別委員会開催 

                     11：00～ 例会場内 

                 CLP委員会開催  13：45～ 「オリガミ」 

                                 9月  5日（木）             卓話 山田ロータリークラブ 

                    パスト会長 阿部 幸栄様（清水庸男さん紹介） 

                                 9月  9日（月）               30周年準備委員会 炉辺 

                     18：30～ 渋谷「ハシュハシュ」 

                                 9月 16日（月祝）       地域社会/環境員会  「土と遊ぶ」 松原農園 

                                   9月 18日（水）              第 113回親睦ゴルフ会 

                     相模原ゴルフクラブ 西コース 

★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  大川丈男 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１２６０回例会予定 [2013年 8月 29日(木)]  

祝賀者  誕生日     佐藤雅巳さん  （9/2日）  髙木保男さん（9/2日） 

                灰田美知子さん（9/3日） 

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） 

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

