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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１２６０回例会プログラム 

2013年 8月 29日(木) 
 

点鐘・・・・・・・・・・・・・・・         吉岡会長 

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 

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） 

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・・・・・・・・・・・・・・・         「心 を聴 く」 

                毎日新聞社編集局社会部 編集委員  萩尾信也  様 

次週予告・・・・・・・・・・・          プログラム委員会 



第 1259回例会報告 
2013年 8月 22日（木） 
会員増強拡大夜間例会 
会員数  66名 （対象） 66名 
当日出席数   43名（65.15%） 
前回修正出席率         （84.85%） 
 
 
・ゲスト 
河津文三さん （市川さん紹介） 
高倉  博さん （    〃    ） 
藤本勝彦さん （浅木さん紹介） 
高田和豊さん （    〃    ） 
小山祥司さん （新井さん紹介） 
岡宮久明さん （川合さん紹介） 
錦織功明さん （    〃    ） 
伊藤亮祐さん （    〃    ） 
橋本武博さん （    〃    ） 
宮崎公子さん （灰田さん紹介） 
萩原  徹さん （吉岡・倉知さん紹介） 
松岡  潤さん （清水毅さん紹介） 
古屋健二さん （瀧本さん紹介） 
松山弘行さん （飯塚さん紹介） 
永島洋二さん （元会員） 
青山拓夫さん （  〃  ） 

 
 
 
●委員会報告 
地域社会/環境委員会  （浅野委員長） 
①来年 5月 17日に目黒パーシモンホー
ルにて TOGETHERSを行います。 

②障害者施設等参加団体の候補をご存
知でしたらば、浅野までお知らせ下さ
い。 

③募集要綱を例会の配布資料に同封し
ていますので、団体への説明の際にご
使用下さい。 

  配布した「参加のご案内」の日時が
2013年となっていますが、正しくは
2014年です。 失礼いたしました。 

 
 
 
 

地域社会/環境委員会 （北原副委員長） 
  土と遊ぶ（前半分）は 9月 16日（月）で
す。 11 時から 14 時頃を予定しています。  
多勢の参加とご協力をよろしくお願い致し
ます。 
今年度も児童養護施設東京育成園の

子供達と一緒にジャガイモを植えます。 
東京育成園（世田谷区）から松原農園（杉
並区）への送迎車 5台のご協力や、その
他いろいろの役割のご協力を個別にお願
いすると思いますが、よろしくお願いしま
す。 
 
 
震災復興支援委員会（清水庸男前委員長） 
  前年度の懸案事項でありました県立山
田高校ボート部のマイクロバスが、本日
山の手ロータリーの名前を入れて納車の
運びとなりました。 
来週金曜日に現地での贈呈式を行なう

積りで日程調整をしております。 皆様の
ご協力に感謝いたします。 
 
 
震災復興支援委員会   （大川委員長） 
  ロータリー希望の風奨学金支援に対す
るお礼状が届きました。 
皆様、ご協力ありがとうございました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
●同好会 
旨い蕎麦を喰らう会（山崎良雅担当幹事） 
  8月 26日（月）6時半より「室町砂場」で
旨い蕎麦を喰らう会を開催します。 

 



●ニコニコＢＯＸ 
本日の合計                                     １０３，０００円 

    累計           ５１９，０００円 
 
青山拓夫さん  青山です。 久しぶり
に皆さんの顔を見に来ました。 

新井秀幸さん  小山祥司君、良く来て
下さいました。 大いに楽しんで行って
下さい。 君の将来は決った！ 

伊達 幹さん  誕生日を祝っていただ
きありがとうございます。 

江中武久さん  拡大夜間例会を祝し
て。 

福神邦雄さん  会社でチョット良い事
がありました。 今日は御キゲンです。 

福囿正志さん  久しぶりの夜間例会、
おつかれ様です。 

後藤守機さん  渡邉一樹さんの卓話、
楽しみにしていますので、どうぞ宜しく。 

弘田明成さん  拡大夜間例会に参加
できて幸せ。 ニコニコです。 

星野勇介さん  ①本日のゲストの皆
様、たのしんでいって下さい。 

 ②昨日交換留学生モレナさん無事到
着しました。 

飯塚 孝さん  井浦会計事務所で税
理士業務をしていた松山弘行さんを紹
介します。 入会するかどうかは、これ
から検討されるそうです。 

磯野道造さん  残暑お見舞申し上げ
ます。 新入会員の皆さんをお迎えした
いと思います。 

春日正好さん  夏休みで先週例会を
欠席したため久しぶりの例会です。  
みなさんの元気な顔に会えてニコニコ
です。 それにしても暑い！ 

川合 孝さん  倉知さん、拡大夜間
例会ごくろう様です。 ゲストの皆様、
全員入会する迄帰しません。 

北原慎庸さん  9月 16日、土と遊ぶに
ご協力よろしくお願い致します。 

大川丈男さん  人生の邂逅、新しいロ
ータリアンの仲間、大歓迎です。 

佐藤 孝さん  本日の高校野球決勝
戦、地元群馬県の前橋育英高校が優
勝しました。 地元の優勝、やっぱり嬉
しいですね！ 

 

鈴木康之さん  家内の誕生祝い、あり
がとうございました。 

髙村昌秀さん  ゲストの皆さん、山の
手 RCの例会にようこそ。 

竹村潤二さん  残暑お見舞申し上げ
ます。 

瀧本 司さん  ゲストの皆様、お忙し
い中お越し下さいましてありがとうござ
います。 当クラブの雰囲気をお楽しみ
下さい。 

山田 清さん  ①家内の誕生日祝っ
ていただきありがとうございます。 

 ②宮内庁三の丸尚蔵館（大手門を入っ
た所）にて、現在「三笠宮家ゆかりの染
織美」が開催中です。 日本の伝統美
を見る事が出来ます。 どうぞお出かけ
下さい。 

山崎良雅さん  日本最長路線バスに
乗りに行って来ました。 大和八木（奈
良県）から新宮まで約 170キロ、所要時
間は 6時間 30分。 途中、一歩間違え
ば谷底という道を行く、スリルあふれる
路線でした。 

横山雅也さん  初参加のみなさん、本
日の例会を楽しんで下さい。 

吉岡桂輔さん  渡邉一樹さん、本日
は卓話よろしくお願いします。 またゲ
ストの皆様、どうかゆっくりとロータリー
クラブをお楽しみ下さい。 

 
 
●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 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

●山の手伝言板 

                                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」 

               二木会  18：00～ 「伊豆榮 不忍亭」 

                                8月 30日（金）             山田高等学校ボート部 マイクロバス寄贈式 

                                 9月  5日（木）             理事会  11：00～ 例会場 

                                 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 12日（木）              例会はお休み （9/16 土と遊ぶに振替の為） 

                                 9月 16日（月祝）       地域社会/環境員会 「土と遊ぶ」  11：00～ 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  横山雅也 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１２６１回例会予定 [2013年 9月 5日(木)] 

ガバナー補佐訪問  

祝賀者  誕生日        植田玄彦さん （14日）  弘田明成さん （15日） 

             ﾊﾟｰﾄﾅｰ誕生日      磯野道造さん （10日） 

 

卓話              「山田町の商工業の復興について」 

      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） 

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

