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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１２６３回例会プログラム 
2013年 9月 26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                              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） 
祝賀者・・・・・・・・・・・・・           結婚記念日                                   崎山      收さん    （30日） 
                                   松木昭和さん     （10/1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・・・・・・・・・・・・・・・     「クールジャパンアニメの現状 30分でわかるアニメビジネス！」 
                       （株）エー・ティー・エックス  中村 直樹 様 

次週予告・・・・・・・・・・・          プログラム委員会 



第 1262回例会報告 

2013年 9月 19日（木） 

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         （84.85%） 

 

 

●委員会報告 

第 113回親睦ゴルフ会 (髙村担当委員) 

  

 

 

 

 

 

・ゲスト 

江阪  啓さん（清水庸男さん紹介） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

順位 氏名 OUT IN GRS HDCP NET 

優 勝 福囿正志 42 40 82 6.0 76.0 

準優勝 崎山 收 39 40 79 2.0 77.0 

3位 市川 隆 41 45 86 6.0 80.0 

4位 佐藤 孝 45 51 96 18.0 78.0 

5位 西澤忠義 47 49 96 16.0 80.0 

6位 岩瀬 力 50 55 105 23.0 82.0 

7位 横山雅也 46 51 97 14.0 83.0 

8位 横手秀夫 47 48 95 11.0 84.0 

9位 竹村潤二 44 53 97 13.0 84.0 

10位 北原慎庸 55 51 106 22.0 84.0 

順位 氏名 OUT IN GRS HDCP NET 

11位 髙村昌秀 50 45 95 10.0 85.0 

12位 浅木幸三 59 63 122 36.0 86.0 

13位 神通康夫 44 53 97 10.0 87.0 

14位 大川丈男 52 56 108 20.0 88.0 

15位 後藤守機 49 51 100 11.0 89.0 

16位 吉岡桂輔 55 56 111 22.0 89.0 

17位 清水庸男 49 48 97 7.0 90.0 

18位 岩瀬 愈 52 59 111 15.0 96.0 

次回は、11/19(火) 袖ヶ浦カントリークラブにて親睦ゴルフ会開催します。 

日 付  2013年 9月 18日（水） 

  於   相模原ゴルフクラブ 



●委員会報告 

地区奉仕プログラム委員会 

               （川合地区委員） 

  9/17目黒雅叙園にて山の手西グルー

プ協議会が開催され、11/26に開かれる

2750地区「プロジェクト情報交換会」での

山の手西グループ代表として選抜され

た。  

  11/26には 2750地区 8グループが競

い合う形の発表会が開催されますので、

多勢の皆様方のご参加をお願いします。 

 

地域社会／環境委員会 

「土と遊ぶ」     （北原実行委員長） 

  9月 16日予定していた「土と遊ぶ」前半

のイモ植えは、残念ながら台風 18号直撃

を受け中止となりました。 参加予定者は

会員 30人、会員の家族 30人弱、東京育

成園 30人の全体で 90人弱でした。 

  準備したバーベキューの食材 70食分

は星野さん、浅木さんに運んでもらい、東

京育成園の子ども達に寄附いたしまし

た。 

  松原さんには天候の大変の中、イモを

植えていただきました。 おかげ様で 11

月 24日収穫祭を予定どおり行なう事が出

来ます。 

 

  11月 24日「土と遊ぶ」収穫祭へ、多勢

の方の御参加とご協力をよろしくお願い

致します。 

 

職業奉仕委員会      （後藤委員長） 

  10月は職業奉仕月間です。 会員の職

業奉仕感を高める為、10月 10日の例会

で数人を指名しますので、皆様の職業奉

仕についてお話し下さい。 

 

 

●ニコニコＢＯＸ 

本日の合計                                                    ９３，０００円 

    累計           ７７４，０００円 

 

福神邦雄さん  オリンピックが東京に

決まって大変喜んでいます。 日本国

中が喜んでいるのを見るとスポーツの

良さ、すがすがしさを強く感じます。 

福囿正志さん  昨日のゴルフ、おつか

れ様でした。 おかげ様でまぐれの 1位

でした。 ありがとうございました！！ 

灰田美知子さん  患者会エパレクが、

NHKあさイチの特集で取りあげられま

した。 ニコニコ。 

弘田明成さん  仕事の合間を抜け出

してお昼ご飯を食べにきました。    

ニコニコ。 



井上明義さん  久しぶりです。 

磯野道造さん  先日は妻の誕生祝を

頂きありがとうございました。 

神通康夫さん  親睦ゴルフ会参加の

皆様、お疲れ様でした。 天気は最高

に良かったのに、スコアは最悪…おわ

り。 

鍜治真起さん  マレーシア、シンガポ

ールで、小学生 800人以上にパズルの

面白さを伝えてきました。 目が輝いて

いました。 

春日正好さん  楽しみにしていた子供

プロジェクト“土と遊ぶ”は、松原さんの

再三のご努力も空しく、悪天候のため

に不発となり残念でありました。 この

ところは、遅ればせに好天となり過ごし

やすくなりました。 ニコニコ！ 

川合 孝さん  イニシエーションスピ

ーチの吉岡俊樹さん、佐藤孝さん、楽

しみにしています。 

北原慎庸さん  9月 16日の「土と遊

ぶ」のイモ植えは中止となりましたが、

松原さんに植えていただき大変お世話

になりました。 11月 24日の「土と遊

ぶ」収穫祭は予定どおり行ないますの

で、又多勢のご参加とご協力をよろしく

お願い致します。 

 

西澤忠義さん  親睦ゴルフに参加しま

した。 天気もよく楽しいゴルフでした。 

大川丈男さん  きのうは相模原カント

リーでの東京山の手 RC親睦ゴルフの

会。 天候にも恵まれた大空のもと、み

んな元気に楽しく満喫しました。 最高

の一日に感謝！ 

佐藤 孝さん  昨日の親睦ゴルフコン

ペ参加させて頂きました。 絶好の晴天

の下、名門相模原 GCでメンバーと楽し

くプレーできてとても幸せな気分！ 幹

事の清水さんありがとうございました。 

里内俊夫さん  松原俊夫さん、大変で

したネ。 9月 16日の「土と遊ぶ」の為

の準備に畑に畝を作られた。 そこへ

大雨が来て折角の畝はフラットに。 ウ

ーン残念と、も一度畝をつくり種芋まで

植えられたら、今度は台風 18号がやっ

て来て何もかも吹き飛ばしてしまった。 

天災だからと気をとり直して三度目の

挑戦へ。 本当にご苦労様です。 

清水庸男さん  ゲストの江阪啓さん、

2回目の出席です。 皆様よろしくお願

いします。 

鈴木康之さん  2020年東京オリンピッ

クが東京できまりました。 7年后に元

気で見たいと思っています。 ロータリ

ーの仲間達、皆んな元気でね。 



髙村昌秀さん  昨日の親睦ゴルフ会

いい天気でした。 参加の皆さんありが

とうございました。 

髙村昌秀さん  2012-13年度 山の手

西グループ会長・幹事会の慰労会のお

つりです。 

竹村潤二さん  昨日は親睦ゴルフに

参加させて頂きました。 お世話になり

ました。 

瀧本 司さん  イニシエーションスピ

ーチ楽しみです。 

横山雅也さん  昨日のゴルフ会は、最

高の天気とコースコンディションの中で

プレーでき楽しかったです。 次回は、

自分のゴルフが最高のコンディションに

なるよう頑張ります！！ 

吉岡桂輔さん  ようやく秋らしくなって

ニコニコです。 吉岡俊樹さん、佐藤孝

さん、イニシエーションスピーチを楽し

みにしています。 

吉岡俊樹さん  本日、イニシエーショ

ンスピーチをさせていただきます。 よ

ろしくお願いいたします。 緊張で、ニコ

ニコできないと思いますので今のうちに

ニコニコ！ 

 

 

 

●卓話 

「イニシエーションスピーチ」 

              吉岡俊樹 会員 

              佐藤  孝 会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

●山の手伝言板 

                         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 

                         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」 

                          中田成徳会員 鍜治真起会員 

                         10月 24日（木）             ガバナー公式訪問 

                   ６者懇談会 10：00～ 2F「橘の間」 

                  クラブ協議会 11：00～ 2F「桜の間」 

                  卓話 「ガバナー卓話」 

                   国際ロータリー第 2750地区 ガバナー 舟木いさ子 様 

★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  吉岡俊樹 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１２６４回例会予定 [2013年 10月 10日(木)] 

祝賀者  誕生日            磯野道造さん    （13日） 江中武久さん  （14日） 

             ﾊﾟｰﾄﾅｰ誕生日      市川  隆さん    （14日） 

       結婚記念日        磯野道造さん   （10日） 川合  孝さん  （10日） 

                      清水  毅さん   （10日） 吉岡俊樹さん   （10日） 

卓話              「職業奉仕フォーラム」 

                 後藤守機 委員長 

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

