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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１２６２回例会プログラム 

2013年 9月 19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 ： 町田行功さん 

ビジター・ゲスト紹介・・      親睦委員会 

祝賀者・・・・・・・・・・・・・         誕生日           モレナ・カルデロンさん（23日） 

          ﾊﾟｰﾄﾅｰ誕生日   吉岡桂輔さん（22日） 

祝賀者・・・・・・・・・・・・・           結婚記念日                市川   隆さん（21日） 

                              鍜治真起さん（22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・・・・・・・・・・・・・・・         「イニシエーションスピーチ」 

                         吉岡俊樹会員   福元恒徳会員 

次週予告・・・・・・・・・・・          プログラム委員会 



第 1261回例会報告 

2013年 9月 5日（木） 

ガバナー補佐訪問 

会員数  66名 （対象） 66名 

当日出席数   42名（63.64%） 

前回修正出席率         （78.79%） 

 

・ゲスト 

末松尚武さん （ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 東京目黒RC） 

高橋邦彦さん （ｸﾞﾙ ﾌーﾟ幹事 東京目黒RC） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・特別ゲスト 

Ms. Morena Calderon Matar 

          （青少年交換来日生） 

 

 

 

 

 

 

 

 

●委員会報告 

地域社会／環境委員会 

土と遊ぶ    （北原実行委員長） 

  9月 16日の「土と遊ぶ」の参加者は会

員 30人、その家族 20人、東京育成園 30

人位の約 80人になりそうです。 

現地の松原農園の地図を近々FAX しま

す。 

小雨決行しますが、万一中止の場合は当

日朝 7時頃、電話又はメールで連絡しま

す。 ご協力よろしくお願い致します。 

 

 

震災復興支援委員会   （大川委員長） 

 

＜2013-2014年度  

     希望の風奨学金 募金報告＞ 

 

前回までの合計       ９２，０００円 

9/5 例会          ５０，０００円 

累 計               １４２，０００円 

 

 

 

＜2013-2014年度 

   DAYS被災児童支援 募金報告＞ 

 

前回までの合計       ３１，０００円 

9/5 例会          ３７，０００円 

累 計                ６８，０００円 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  このたびの東日本大震災にあたりまして、温かいお心遣いをいただき、誠にありがとうございます。 

  震災から 2年半が経過し、多くの商店や仮設店舗が営業を再開するなど、町も段々に活気を取り戻してき

ております。私たち山田高校としても、またボート部といたしましても、山田町に元気と活力を届けられるよ

う、この 2 年半、結果にこだわり必死で努力を積み重ねて参りました。練習場である山田湾が震災により 2

年間使えず、毎週末、盛岡や花巻の湖まで通いました。毎週末の遠征は体力的にもまた、時間の制約など

多くの困難が待ち受けていましたが、支えてくれる多くの方々に応えるためにも、全員が一丸となってトレー

ニングに力そそぎました。結果、震災後 3年連続で、全国大会で入賞をすることが出来ました。特にも、今年

3 月に静岡県でおこなわれました、全国選抜ボート大会では、男子シングルスカルで優勝、今年 8 月、福岡

県でおこなわれましたインターハイでは準優勝という成績を収めることができ大変うれしく思っております。こ

れも全国各地の皆様から多くのご支援をいただき活動できたおかげであり、本当に感謝の気持ちでいっぱ

いです。 

  今回、ご寄贈いただきましたマイクロバスは、大変ありがたく、これからも多くの遠征、大会などで大切に

使わせていただきます。今回いただいたマイクロバスで多くの遠征等を実施しながら、ボート部の新たな１ペ

ージを作り上げていくことはもちろん、今まで以上の成績を今後とも残せるよう探求していく所存であります。 

  今後も、少しでも皆様のご支援に応えることができるよう、自分たちのすべきことをしっかりと取り組み、復

興に向け努力して参ります。このたびは本当にありがとうございました。 

岩手県立山田高等学校ボート部 主将 山根慶大 

震災復興支援委員会   （大川委員長） 

8月 30日（金） 吉岡会長、星野さん、清水さん、大川の 4名にて岩手県立山田高等学

校を訪問。 

同校関川校長へ、吉岡会長より同校ボート部へ遠隔地練習場への部員輸送用のマイク

ロバス寄贈のしるしとしてキーのレプリカを手渡しいたしました。 

岩手放送、岩手日報の各記者からも取材を受ける。（同日 18時のニュースで放送、 

また 31日朝刊掲載）。 

 

中古とはいえ、スタイリングの綺麗な機能性の優れた新車同然のマイクロバスでした。

同校皆さん全員に、こころから感謝され、代表してボート部主将 山根慶大くんからのお

礼の言葉は震災後の山田町の変遷の様子や困難ななかからも希望をもって練習に励

む生徒たちの思い、大志がひしひしと伝わってきたものでした。 

「わたくしたちなりに、素晴しい支援ができたな」と山根くんの爽やかで感謝の気持ちに溢

れたことばに、いい知れぬ喜びがこみ上げてまいりました。 

わたくしたちは東京山の手ロータリアンだ、と・・・。 

  みなさん、ありがとうございました（清水庸男）。 

  



●ニコニコＢＯＸ 
本日の合計                                     １１４，０００円 

    累計           ６８１，０００円 
 
 
山田 RC 阿部幸栄さん 
 
ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 末松尚武さん 
ｸﾞﾙｰﾌﾟ幹事 高橋邦彦さん   

山の手 RCの皆様、本日、クラブ理事
会、例会にお伺いさせて戴きました。 
本年度ガバナー補佐、グループ幹事の
東京目黒 RCの末武尚武と高橋邦彦で
す。 山の手西グループ運営にご協力、
ご支援を戴きまして有難うございます。
今後ともよろしくお願いします。 

伊達 幹さん  末松ガバナー補佐、よ
うこそ。 よろしくお願いいたします。 

後藤守機さん  2020年東京オリンピッ
クの実現を祈念して！！ 

幡野永由さん  本日は久し振りで例
会へ出席出来ました。 嬉しいですね。
向后よろしくお願い致します。 

星野勇介さん  末松ガバナー補佐・高
橋 G幹事、ようこそ。 

 阿部パスト会長、ようこそお越下さいま
した。 

川合 孝さん  阿部さん、遠路はるば
るご苦労様です。 卓話を楽しみにして
います。 

松木昭和さん  「土と遊ぶ」を宜しくお
願いいたします。 

森本正昭さん  阿部幸栄様、ようこそ。
昨年大変お世話になりました。 

中田成徳さん  先日は二木会に出席
させていただきました。 ありがとうござ
いました。 楽しかったです。 

大川丈男さん  山田ロータリークラブ 
パスト会長 阿部幸栄様、本日は誠に
足元の悪いなか、お越し戴きまして、誠
にありがとうございました。 卓話、宜し
くお願い申し上げます。 

佐藤 孝さん  夏休み北海道旅行の
写真を Facebookにアップしたところ多く
の方からお誉め頂きました。 最近誉
められる事が少ないのでとても…   
ニコニコ！ 

 

清水庸男さん  山田 RCの阿部パスト
会長様、本日は遠路はるばるありがと
うございました。 山田町の現況をお聞
かせください。 

鈴木康之さん  昨日、内孫の女の子
が生まれました。 これで私の孫は男 1
人、女3人の4人になりました。 これで
私の家族は10人になり、大変にぎやか
で幸せ一杯です。 

髙木保男さん  残暑お見舞申し上げ
ます。 誕生祝いをありがとうございま
した。 皆さん、身体に気を付けて下さ
い。 お互い若くないのですから…。 

高橋悦男さん  東北の被災地へ行っ
てきました。 早く復興してほしいと思い
ます。 

竹村潤二さん  本日は山田ロータリー
クラブ阿部さん、ようこそいらっしゃいま
した。 ゆっくりしていって下さい。 

瀧本 司さん  阿部さん、ようこそい
らっしゃいました。 

植田玄彦さん  79才の誕生日です。
あと 1 年で現役を引退する予定ですが、
最後の一年頑張るつもりです。 

吉岡桂輔さん  末松ガバナー補佐、
高橋グループ幹事の来訪を歓迎します。
また、阿部幸栄様、本日の山田町の卓
話、よろしくお願いいたします。 

吉岡俊樹さん  先週、初めてメークア
ップをしてきました。 あたたかく迎えて
くれました。 やっぱり山の手は最高で
す。 ニコニコ。 

 
●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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 ●2013-2014年度 第 3回理事会議事録 

   (ガバナー補佐・グループ幹事を迎えて) 

                                  幹事 瀧本 司 

 

日    時 2013年 9月 5日（木） 11：00～12：00 

場    所 ザ・キャピトルホテル東急 2F 「藤の間」 

出席者 末松尚武ガバナー補佐。高橋邦彦グループ幹事。 

         磯野道造。後藤守機。川合孝。大川丈男。川手直明。山崎良雅。 

         星野勇介。倉知英行。春日正好。吉岡桂輔。瀧本司。 

 

議案内容 

１） クラブ細則改定の件 

承認可決。 吉岡会長から、RI 規定審議会の決定を受け、細則の見直しを進めて

いる旨の報告があった。そして最初に、出欠義務規定の改定を本会議に上程する

にあたり、前もって CLP 委員会において審議が完了している旨の説明があった。

続けて、審議対象の細則の補足説明として、会員維持増強委員会の倉知英行さ

んから、改定案の概要と必要性について説明がされた。 

 

２） 米山梅吉記念館 100円募金の件 

承認可決。 今年も会員一人あたり 100円の募金に応じることとなった。 

 

３） 2012～2013年度決算報告の件 

承認可決。 星野直前会長から、決算内容について説明がされた。 

その後、吉岡会長から補足説明がされた。 

 

４） その他 

① 会員増強維持委員会の倉知委員長から、クラブ及び委員会の取り組み経過の

説明がなされ、3年後までの会員数目標値が確認された。 

② 地区奉仕プログラム委員の川合孝さんから、地区主催の奉仕プロジェクト情報

交換会について説明がなされ、当クラブはその交換会でトゥゲザーズを紹介す

るために、プレゼンクラブに立候補する旨の提案がなされた。それを受けて審

議した結果、承認可決され、会長から 11月の交換会に向けてクラブ内で支援す

ることについても確認された。 

                                              以上 



 
 
 
 
 
 
 

●山の手伝言板 

                                   9月 19日（木）              山の手 俳句の会  14：30～ キャピトルホテル 2F 

                         10月  3日（木）             例会休み（規定 2） 

                         10月  9日（水）             山の手 手話サークル 

                         10月 10日（木）             理事会 11：00～ 例会場内 

                 卓話 「職業奉仕フォーラム」 後藤守機委員長 

                         10月 11日（金）             世田谷 6 クラブ親睦ゴルフ大会  相模カントリー倶楽部 

                         10月 17日（木）             卓話「イニシエーションスピーチ」 

                          佐藤 孝会員  中田成徳会員 

 

 

 

 

 

 

★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１２６３回例会予定 [2013年 9月 26日(木)] 

祝賀者  誕生日         浅野健太郎さん                      （26日）   幡野永由さん（10/6日） 

                   鍜治真起さん  （10/8日） 

             ﾊﾟｰﾄﾅｰ誕生日    佐藤  孝さん                  （10/2日）  福神邦雄さん（10/4日） 

                   小野佐千夫さん（10/6日）   崎山  收さん（10/7日） 

                    松原俊夫さん  （10/8日）  竹村潤二さん（10/8日） 

       結婚記念日        崎山  收さん     （30日） 松木昭和さん （10/1日） 

卓話              「当世アニメ事情」 

           （株）エー・ティー・エックス  中村 直樹 様（瀧本さん紹介） 

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

