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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１２６８回例会プログラム 

2013年 11月 7日(木) 
 

点鐘・・・・・・・・・・・・・・・         吉岡会長 

今週の歌・・・・・・・・・・・         「君が代」 

ロータリーソング・・・・・         「奉 仕の理想 」 

                                 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・・・・・・・・・・・・・         結婚記念日                  横山雅也さん （12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」    高橋悦男 会員 

次週予告・・・・・・・・・・・          プログラム委員会 



第 1267回例会報告 

2013年 10月 31日（木） 

会員数  66名 （対象） 66名 

当日出席数   39名（59.09%） 

前回修正出席率         （86.36%） 

 

 

●委員会報告 

親睦委員会 ゴルフ   （髙村担当委員） 

  11/19（火）親睦ゴルフ会、6組 24名の

用意をしています。 

現在 21名の申し込みです。 入会予定

の方もぜひ誘ってください。 

 

地区奉仕プログラム委員会 

               （川合地区委員） 

  11/26（火）四谷区民ホールにおいて、

2750地区の「プログラム情報交換会」が

14：00から開催されます。 2750地区 8グ

ループの山の手西グループを代表して東

京山の手 RCが選抜されました。 

浅野健太郎さんが「トゥゲザーズ」の報

告をしますので、多勢の皆様方に応援に

参加してほしく思います。 

 

地域社会/環境委員会 土と遊ぶ 

              （北原実行委員長） 

  11月 24日に行なわれる「土と遊ぶ

2013収穫祭」の実行委員会を、11月 14

日 11時から 3階オリガミで行ないます。  

委員の皆様宜しくお願い致します。 

 

国際奉仕/ロータリー財団委員会 

                     （清水毅委員長） 

  ①来月は国際ロータリー財団の教化月

間となります。 今年は 1 ドル＝100円と 

レートが確定致しました。 おひとり様 100

ドル（10,000円）のご寄付をよろしくお願い

いたします。 

②先般より、当クラブ吉岡会長よりご報告

がありました、ポリオワクチンに関する基

金への寄付につきましての案内です。 

おひとり様 1,000円程度を目処にご理解、

ご協力をお願い申し上げます。 

 

米山奨学委員会      （弘田委員長） 

  本年度も米山功労賞の対象者が 3名

ございました。 

  ①山崎良雅さん（第 4回米山マルチ） 

  ②神通康夫さん（第 2回米山マルチ） 

  ③片岡    鄕さん（第 1回米山功労者） 

がそれぞれ達成されました。 

おめでとうございました。 

 

 

●ニコニコＢＯＸ 

本日の合計                                                   ７７，０００円 

    累計         １，１６０，８６０円 

 

伊達 幹さん  結婚記念日のお祝い

ありがとうございます。 

福神邦雄さん  朝の散歩の時、星野

さんに似ているジョッギングの人とすれ

違いました。 先程確認したら案の定星

野さんでした。 

後藤守機さん  フィリピンのセブ島へ、

佐々木・大川・倉知・江中の各氏とダイ

ビングに行って、大きなジンベイザメと

会って来ました。 大ニコニコです。 

灰田美知子さん  急に寒くなって来ま

した。 カゼに注意して下さい。 

 



弘田明成さん  今期も大勢の方に米

山基金のご協力をありがとうございまし

た。 まだ受け付けておりますので、う

っかりされた方はお声をおかけくださ

い。 

亀井 準さん  少しご無沙汰しまし

た。 

春日正好さん  いつも同行の幡野さ

んの体調に異変があり、例会欠席のと

きはやっぱりチョッと寂しい思いがしま

す。 しかし、その体調回復の早さには

ビックリさせられます。 幡野会員はじ

め高齢先輩会員が健康であれば、わ

がクラブはいつもニコニコです。 

川合 孝さん  11/26（火）奉仕プロジ

ェクト情報交換会において、山の手西

グループを代表して、浅野健太郎さん

にスピーカーになって「トゥゲザーズ」を

発表していただきます。 ぜひ皆様応

援に出向いて下さい。 

北原慎庸さん  世の中いろいろありま

すが、今日は秋晴れでとりあえずニコ

ニコ！！ 

西澤忠義さん  いつもニコニコです。 

佐藤 孝さん  今週月曜日（28日）、

人形町の名店「双葉」にて新入会員歓

迎会を開催して頂きました。 「とうふ」

と「がんも」が美味しく、楽しい宴となり

ました。 ご案内頂きました吉岡会長あ

りがとうございました！ 

里内俊夫さん  結婚記念日の御祝い

を頂きありがとうございます。 世話女

房のおかげで 57回目を迎えます。 

「オイお前先に死ぬなよ」と常々申して

おります。 

 

鈴木康之さん  先週は金婚式祝あり

がとうございました。 今后は女房と長

生き競争です。 負けそうですが、うる

さい“じじい”を続けるぞ。 

植田玄彦さん  会社の出張が重なり、

2回連続で休みましてすみませんでし

た。 又、先日は私達夫婦の 53回目の

結婚記念日に素晴しいカードを頂戴し、

家内がよろこんでいました。 御祝のニ

コニコを忘れないでねと頼まれました。 

吉岡桂輔さん  早稲田大学の酒匂孝

之さん、本日の卓話よろしくお願いいた

します。 

吉岡俊樹さん  明日から小学校受験

の入学試験が始まります。 次回、皆さ

まと笑顔でお目にかかれることを祈りま

す。 きっと良い結果が出ると信じ

て・・・ ニコニコ。 

 

 

●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 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

●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）              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 

                   「土と遊ぶ」実行委員会 ミーティング  11：00～ 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  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１２６９回例会予定 [2013年 11月 14日(木)] 

祝賀者  誕生日    渡邊惠一郎さん（20日） 

             ﾊﾟｰﾄﾅｰ誕生日   横山雅也さん（22日） 松木昭和さん（24日） 

       結婚記念日   町田行功さん（16日） 新井秀幸さん（17日） 

卓話              「高 血圧について」   灰田美知子 会員 

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

