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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１２６７回例会プログラム 

2013年 10月 31日(木) 

 

点鐘・・・・・・・・・・・・・・・         吉岡会長 

ロータリーソング・・・・・         「我らの生業」 

                                 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               市川  隆さん （11/3日） 

          ﾊﾟｰﾄﾅｰ誕生日       清水  毅さん （11/3日） 

祝賀者・・・・・・・・・・・・・           結婚記念日                  上田正昭さん （11/3日） 

                                 里内俊夫さん （11/4日） 

                                 伊達  幹さん （11/4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・・・・・・・・・・・・・・・         「早稲田大学のベンチャー インキュベーションの取り組み」 

                     早稲田大学 産学官研究推進センター 

                      インキュベーション推進室 課長 酒匂 孝之 様 

次週予告・・・・・・・・・・・          プログラム委員会 



 

 
 

 

 
 

 

 
          6者懇談会 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

          クラブ協議会 

 

 

第 1266回例会報告 
2013年 10月 24日（木） 

ガバナー公式訪問  

会員数  66名 （対象） 66名 

当日出席数   45名（68.18%） 

前回修正出席率         （86.36%） 

 

・ビジター 

片桐義雄さん（小川 RC） 

小川  博さん（東京西 RC） 

 

・ゲスト 

舟木いさ子ｶﾞﾊﾞﾅｰ         （東京白金 RC） 

末松尚武ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐（東京目黒 RC） 

高橋邦彦ｸﾞﾙｰﾌﾟ幹事    （東京目黒 RC） 

柿沼寛之さん              (竹村さん紹介） 

・特別ゲスト 

モレナ・カルデロンさん 

          （青少年交換来日生） 

 

 

●委員会報告 

親睦委員会       （佐藤 孝委員） 

  親睦委員会・プログラム委員会合同炉

辺を開催します。 

  11月 8日（金）18：00～ ザ・キャピトル

ホテル東急 2F中国料理「星が岡」、会費

9,000円（飲み放題）。 

  多くの方の参加をお待ちしています。 

※出欠のお返事は 11月 5日（火）までに

事務局宛お願いします。 

 

 

 

●ニコニコＢＯＸ 

本日の合計                                                   ９２，０００円 

パクパクポット         １，０００円 

    累計         １，０８３，８６０円 

 

舟木いさ子ガバナー  1年間よろしく

お願いいたします。 

新井秀幸さん  モレナちゃん、ようこそ

例会に！ 日本語うまくなりましたね！ 

伊達 幹さん  女房の誕生日に真紅

のバラをありがとうございました。   

家が華やかになりました。 

江中武久さん  「土と遊ぶ」松原会員

に感謝！ 

福神邦雄さん  会社で大きくお取引し

ているエーザイ（株）が、熱帯病治療薬

22億錠無償提供するとの事です。  

良い事をして頂いているなと感激しまし

た。 

 

 

 



後藤守機さん  お誕生日プレゼントを

ありがとうございます。  10/30に古希

になります。 本日は会社の経営会議

の為、欠席します。 10/30はロータリ

ーの皆様とセブ島に潜りに行ってきま

す。 これらも楽しく元気に頑張ります。 

星野勇介さん  舟木ガバナー、ガバナ

ー補佐末松さん、グループ幹事高橋さ

ん、ようこそお越し下さいました。 

市川 隆さん  先日は家内の誕生日

にステキなバラをありがとうございまし

た。 家内と娘が楽しそうに花びんにい

けていました。 感謝。 

生駒昌太郎さん  台風こないで。  

お願いします。 

川合 孝さん  舟木ガバナー、末松

ガバナー補佐、本日はご出席誠にあり

がとうございます。 卓話を楽しみにし

ています。 

増田靜一さん  片桐さん、ようこそ。 

お元気でなによりです。 

中田成徳さん  前回はスピーチお聞

きいただきましてどうもありがとうござい

ました。 

沖正一郎さん  私も 87才になりました。

でも 78才の気持でガンバリます。 よろ

しく。 貝拾いつづけます。 竹村さん、

お宝を有難うございました。 大事にし

ます。 

佐藤 孝さん  今月 30日、27回目の

結婚記念日を迎えます。 仲良く続けら

れている事を、妻と健康に感謝！ 

清水庸男さん  週末の台風、それると

いいですね。 休みもいろいろ予定が

ありますので。 

鈴木康之さん  先月 4人目の孫が生

まれました。 今月は結婚 50年になり

ました。 来月は満 77才喜寿を迎えま

す。 大変ですがうれしいです。 

 

高橋悦男さん  句友と一緒に伊賀上

野の芭蕉生家と大津の義仲寺をまわっ

て来ました。 天候に恵まれ、良い旅で

した。 

髙村昌秀さん  一週遅れですが、世

田谷 6 クラブ親睦ゴルフ大会優勝を祝

って。 

瀧本 司さん  舟木ガバナーようこそ。

モレナさん、お久しぶり。 

横山雅也さん  今週日曜日、BS トー

ナメント会場でジュニアイベントを行な

います。 天気になりますように！！ 

吉岡桂輔さん  舟木いさ子ガバナー、

山の手ロータリークラブへようこそお越

し下さいました。 本日の卓話よろしくお

願いいたします。 

吉岡俊樹さん  今年は台風が多いで

すね。 今度の 27号には、近づかない

でほしいと願っています。 

 

 

●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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

●山の手伝言板 

                         11月  7日（木）             理事会  11：00～ 例会場内 

                         11月  8日（金）             プログラム/親睦委員会 合同炉辺  18：00～「星が岡」 

                         11月 13日（水）～15日（金）             ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ（職業奉仕体験）実施  都立深沢高校 

                         11月 13日（水）             山の手 手話サークル 

                         11月 14日（木）             卓話 「高血圧について」  灰田美知子会員 

                   山の手 俳句の会 14：30～ キャピトルホテル 2F 

                   TOGETHERS実行委員会 ミーティング 13：45～ オリガミ 

                         11月 19日（火）             第 114回親睦ゴルフ会  袖ヶ浦カンツリークラブ 袖ヶ浦ｺｰｽ 

                         11月 21日（木）             例会休み （11/24 土と遊ぶに振替） 

                         11月 24日（日）             地域社会/環境委員会 土と遊ぶ 収穫 

                     11：00～ 松原農園（松原会員の畑） 

★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 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１２６８回例会予定 [2013年 11月 7日(木)] 

祝賀者   結婚記念日        横山雅也さん   （12日） 

卓話               「イニシエーションスピーチ」   高橋悦男 会員 

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

