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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１２７１回例会プログラム 

2013年 12月 5日(木) 
 

点鐘・・・・・・・・・・・・・・・         吉岡会長 

今週の歌・・・・・・・・・・・         「君が代」 

ロータリーソング・・・・・         「四 つのテスト」 

                                 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・・・・・・・・・・・・・             ﾊﾟｰﾄﾅｰ誕生日    星野勇介さん（5日） 

祝賀者・・・・・・・・・・・・・           結婚記念日               弘田明成さん（9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 

年次総会 

次週予告・・・・・・・・・・・          プログラム委員会 



第 1270回例会報告 

2013年 11月 28日（木） 

会員数  66名 （対象） 66名 

当日出席数   44名（66.67%） 

前回修正出席率         （87.88%） 

 

・ゲスト 

橋口明彦さん（灰田さんゲスト） 

荒井一徳さん（灰田さんゲスト） 

 

 

●委員会報告 

地区奉仕プログラム委員会 

               （川合地区委員） 

  11/26、2750地区の「プロジェクト情報

交換会」が開催され、23名の方々に出席

参加していただきました。 ご協力してい

ただいた瀧本幹事、浅野会員、応援いた

だいた皆様ありがとうございました。 

「発表の内容も素晴らしいし、山の手 RC

の団結力も素晴らしい…」と沢山の賛辞

をいただきました。 

 

 

親睦委員会         （西澤委員長） 

  忘年・家族夜間例会の御案内です。 

参加人数が少したりません。 ご家族・お

仲間、お誘いあわせ参加お願いします。 

 

 

 

 

 

 

第 114回親睦ゴルフ会 (髙村担当委員) 

  日 付  2013年 11月 19日（火） 

       於   袖ヶ浦カンツリー倶楽部 

                     袖ヶ浦コース 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

順位 氏名 OUT IN GRS HDCP NET 

優 勝 佐藤 孝 48 48 96 18.0 78.0 

準優勝 福囿正志 45 39 84 4.0 80.0 

3位 川合 孝 43 44 87 7.0 80.0 

4位 竹村潤二 44 50 94 13.0 81.0 

5位 清水 毅 54 43 97 16.0 81.0 

6位 松岡 潤 47 50 97 16.0 81.0 

7位 大川丈男 47 54 101 20.0 81.0 

8位 西澤忠義 50 48 98 16.0 82.0 

9位 鍜治真起 53 49 102 20.0 82.0 

10位 市川 隆 43 45 88 5.0 83.0 

11位 新井秀幸 50 43 93 10.0 83.0 

12位 日高 修 51 48 99 16.0 83.0 

13位 髙村昌秀 51 46 97 10.0 87.0 

14位 河津文三 53 52 105 18.0 87.0 

15位 倉知英行 65 60 125 36.0 89.0 

16位 清水庸男 46 51 97 7.0 90.0 

17位 神通康夫 47 53 100 10.0 90.0 

18位 宇野 旭 51 51 102 12.0 90.0 

19位 福元恒徳 53 54 107 16.0 91.0 

20位 川手直明 56 58 114 23.0 91.0 

 



親睦委員会 ゴルフ   （髙村担当委員） 

①今年度は、地区ゴルフの山の手東西グ

ループの予選会の幹事クラブです。 

3/5(水)相模原ゴルフクラブにて 27組予

約しています。 当日の運営のお手伝

いをお願いします。 

②親睦ゴルフのお知らせ 

3/19(水)我孫子ゴルフ倶楽部にて開催

します。 

 

親睦委員会 ゴルフ    （清水毅委員） 

  12月 17日（火）、有志による忘年ゴル

フコンペを企画しております。 場所はカ

レドニアンゴルフクラブに 4組予約してお

ります。 ふるってのご参加をお願いしま

す。 

 

国際奉仕/ロータリー財団委員会 

               （星野副委員長） 

  11月 13日から 17日迄、タイ国の姉妹

クラブ、バンラックロータリークラブへ生駒

パスト会長と訪問しました。 バンラックロ

ータリークラブとの共同プロジェクトで、 

ミャンマーの農村部の飲料水浄化プロジ

ェクトの打合せに行きました。 

バンラックロータリークラブのルトン会長よ

り、2014年 10月に創立 30周年を迎えま

すので記念式典には東京山の手ロータリ

ークラブの皆さんの来訪をお待ちしてます

との事でした。 

  ロータリー財団の年次寄付、1人 100

＄（10,000円）を皆さんにお願いしていま

すが今年は順調にいっていません。  

皆さんの協力を再度お願いします。 

12月も引き続きお願いします。 

 

国際奉仕/ロータリー財団委員会 

               （清水毅委員長） 

①1 ドル＝100円、おひとり 100 ドルにて、

ロータリー財団年次寄付金にご理解願

います。 全員分が集まりますと 3年後

に地区奉仕資金として 3倍になって本

部より当クラブに返って参ります。この

資金を活用して、ミャンマーの水浄化プ

ロジェクトを行います。（星野副委員長

より） 

②フィリピン台風災害募金のご案内です。

これは当クラブ独自のもので、フィリピ

ン大使館災害支援口座が開設されまし

たので、直接送金（振込）致します。  

おひとり 1,000円にてよろしくお願いしま

す。 

 

地域社会/環境委員会 土と遊ぶ 

              （北原実行委員長） 

《「土と遊ぶ」のご報告》 

11月 24日「土と遊ぶ」は秋晴れに恵ま

れ、子供達も喜んで楽しいイベントになり

ました。 参加者は会員 31人、パートナー

6人、家族他 21人、東京育成園子供 21

人を含め 29人の総勢 87人でした。 

皆様方の御協力に感謝申し上げます。 

特に松原さんには大変お世話になりまし

た。 ありがとう御座いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 



震災復興支援委員会   （大川委員長） 

  2013～2014年度における震災復興支

援の現在までの報告をいたします。 

・希望の風奨学金募金   累計 212,000円 

・DAYS被災児童支援募金 累計 127,000円 

  今後とも達成感に重きをおきながら、大き

なテーマのひとつ、将来を担う子供たちへ

の支援、奉仕をするわたくしたちと被災地

の方々との深いこころの絆を築くように進め

てまいります。 

 

 

●ニコニコＢＯＸ 

本日の合計                                    １０２，０００円 

    累計         １，３９２，８６０円 

 

新井秀幸さん  先日は、ジャガイモ堀、

北原さん始め皆さんお疲れ様でした。 

伊達 幹さん  土と遊ぶのいも掘りは

好天にも恵まれ、すばらしかったです。

松原さん始め関係の皆様、大変お世話

様でした。 

江中武久さん  トゥゲザーズの発表す

ばらしかったです。 浅野会員、入江さ

ん、ご苦労様でした。 

灰田美知子さん  今日は学会の初日

です。 学会の仲間も一緒によろしくお

願いいたします。 ニコニコ。 

弘田明成さん  出席が悪いと名札が

片付けられてしまうことに気がつきまし

た。 もう少し真面目に出席する様、努

力します。 

星野勇介さん  樋口さん、荒井さん、

ようこそお越下さいました。 灰田会員

にかわりまして歓迎いたします。 

 

神通康夫さん  24日の土と遊ぶ、天

気にも恵まれジャガイモ掘り大変楽し

かったです。 北原委員長、おつかれさ

までした。 さっそくジャガイモを持ち帰

って肉ジャガで一杯おいしかった…。  

ニコニコ。 

春日正好さん  秋も深まり、近隣公園

のけやきの大樹が毎日大量の落葉を

供給してくれます。 何やら色合いが万

札に似ていて、これに「福沢諭吉」が印

刷されていればなァ～、なんて笑いな

がら掃いていると、妻までも「私もそう

思う」などとぬかし大笑い。 今日も袋

一杯に詰めて印刷局じゃない、清掃局

に送り出しています。 

川合 孝さん  土と遊ぶの幹事の皆

様、ご苦労様でした。 楽しかった

ですね。 子供達も笑顔が素敵でし

た。 

北原慎庸さん  先日は「土と遊ぶ」に

多勢の会員及び家族の方が参加し、 

東京育成園の子供達と一緒に楽しむこ

とが出来ました。 皆様のご協力に感

謝・感謝です。 

増田靜一さん  「土と遊ぶ」松原さんを

はじめとして、スタッフの皆さんお疲れ

様でした。 子供達の「歓声」に元気を

もらいました。 山崎さん、車の送迎ど

うもありがとうです。 

 浅野さん、発表感動しました。 

松原俊夫さん  過日は皆様、御遠方

の所おつかれさまでした。 子供さん達

が楽しく 1日を過せたら幸でした。 

森本正昭さん  誕生祝ありがとうござ

います。 米寿ですが、生涯現役を理

想として努めたいと思っています。 



大川丈男さん  2013年も余すところあ

とひと月となりました。 東京山の手ロ

ータリーの皆様に感謝しつつ、残り 1 ヶ

月、楽しく元気に頑張りたいです。   

ありがとうございます。 

佐藤 孝さん  先日の親睦ゴルフコン

ペ、メンバーと天候、そしてハンデに恵

まれて優勝させて頂きました。 楽しい

1日をありがとうございました。     

ニコニコ！ 

里内俊夫さん  24日の松原さんの農

園での育成園の児童を招いての芋掘り

大会、参加の会員の皆さんお疲れさま

でした。 特に松原さん、芋植えの時は

台風で、結局お一人で種芋を植え、一

生懸命育てられての先日の大会、本当

にお疲れさまでした。 

清水庸男さん  ジャガイモ堀りでは、

お世話になりました。 早速わが家に持

帰りおいしくいただきました。 松原さん

ありがとうございました。 

鈴木康之さん  今日は満 77才の誕生

日です。 気持だけは若者並です。 

 松原さん、芋堀り大会大変ご苦労様で

した。 

髙村昌秀さん  ポールマッカートニー

の来日コンサートに行きました。 3日

間の東京公演の初日に行ったのです

が、71才のポールが 3時間 30曲以上

を休まずに演奏し、歌っていました。 

とても良かったので最終日にもう一度

行きました。 大満足でした。 

竹村潤二さん  かかし、ありがとう。 

瀧本 司さん  善竹さん、卓話を楽し

みにしております。 

 

山田 清さん  ①狂言師善竹様、  

本日はよろしくお願いいたします。    

②灰田さんのゲスト、橋口様、荒井様、

ようこそ。 

吉岡桂輔さん  善竹富太郎様、本日

の卓話よろしくお願いいたします。 

 

 

●卓話 

「狂 言 の笑い」 

    大蔵流狂言師 善竹 富太郎 様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

●山の手伝言板 

                         12月  5日（木）             理事会  11：00～ 例会場内 

                         12月 11日（水）             山の手手話サークル  事務局 

                         12月 12日（木）             TOGETHERS実行委員会ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ  13：45～ オリガミ 

                         12月 16日（月）             旨い蕎麦を喰らう会  18：30～ 「土山人」 

                         12月 17日（火）             忘年ゴルフコンペ  カレドニアンゴルフクラブ 

                         12月 19日（木）             忘年・家族夜間例会  ホテルオークラ「メイプルルーム」 

                   受付 17：00  点鐘 18：00 

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

                         12月 26日（木）               例会お休み （年末） 

2014年 

                                 1月  2日（木）      例会お休み （年始） 

                                 1月  9日（木）       新年賀詞交歓会 

                 理事会  11：00～ 例会場内 

                                 3月 19日（水）       第 115回 親睦ゴルフ会  我孫子ゴルフ倶楽部 

★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 副委員長 

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１２７２回例会予定 [2013年 12月 12日(木)] 

祝賀者  誕生日       片岡  鄕さん（13日） 

卓話 

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

