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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１２７２回例会プログラム 

2013年 12月 12日(木) 
 

点鐘・・・・・・・・・・・・・・・         吉岡会長 

ロータリーソング・・・・・         「山の手ロータリー讃歌」 

                                 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       片岡 鄕さん（13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・・・・・・・・・・・・・・・         「日印、友好・親善・合体 」    

ナイルレストラン  オーナー  G．M．ナイル 様 

次週予告・・・・・・・・・・・          プログラム委員会 



第 1271回例会報告 

2013年 12月 5日（木） 

会員数  65名 （対象） 65名 

当日出席数   41名（63.08%） 

前回修正出席率         （86.36%） 

 

・ビジター 

加登屋正和さん（東京世田谷南 RC） 

新井  鐘洪さん（加登屋さん同行） 

辛    進皓さん（    〃     ） 

 

・ゲスト 

日高  修さん（清水毅さん紹介） 

 

・特別ゲスト 

神通  裕さん（神通さん御子息） 

モレナ・カルデロンさん 

             （青少年交換来日生） 

 

 

●委員会報告 

震災復興支援委員会   （大川委員長） 

  わたくしたち山の手ロータリークラブが、

かねてより震災復興支援としての繋がり、

縁の強い山田町の復興の様子に着目し

てみました。 

先般、7月に卓話をしていただいた前山

田ロータリークラブ会長、震災復興担当

の阿部幸栄様に、山田町の復興状況など

お聞きしておりまして、その中から、船越

小学校の新校舎もできて、子供たちの活

躍の場を広げるべく鼓笛隊の再編成が意

図され始めているとのことでした。 

  今年度の震災復興支援は、とくに将来

を担う子供たちへの支援、奉仕活動を中

心にしておりまして、当該鼓笛隊への支

援は、わたくしたちの思うところの趣旨に

そったものではないかと考えた次第です。 

  求められております内容は、鼓笛隊で

必要とする楽器類、予算規模 200万円程

度（現見積 196万⇒185万程度にしたいと

のこと）で、新年度 4月までに贈呈式を行

う方向で、阿部様と可能性をつめておりま

す。また来年10月には、山田ロータリーク

ラブ創立 50周年記念もありまして、その

時には再興した船越小学校の元気な子

供たちの鼓笛隊演奏で迎えるのが希望と

のことです。 

  そのような趣旨の実現に向けての楽器

贈呈支援を考えたいというお願いでござ

います。東京山の手ロータリークラブの目

標も話し合いつめさせて戴き、尚且つ地

区の復興支援基金からも応援を戴くかた

ち（50万円）で充実した取組にしていく所

存でございます。 

  みなさま、ご指導とご鞭撻、そしてここ

ろからのご協力お願い申し上げます。 

 

新世代委員会       （市川委員長） 

  本日の理事会にて承認いただきました、

当委員会のイベント企画につき御報告さ

せていただきます。 

来年 1月 30日（木）と 2月 6日（木）の

2日間を利用して、若者達を支援する目

的のイベントを開催いたします。 

 



特に 2月 6日（木）は例会後の 13：30

～15：30の 2時間にわたり、会場の使用

を延長して催しを行いますことをお伝えい

たします。 

詳細は後日事務局経由にて皆様に通知

いたします。 

 

地域社会/環境委員会（北原実行委員長） 

①11月 24日、土と遊ぶでは松原さん、大

変お世話になりました。 今日松原さん

が出席しておりますのでお礼申し上げ

ます。 

②土と遊ぶに招待しました東京育成園の

子供達と、クリスマスイベントを一緒に

どうでしょうか。 

12月 25日 17時 30分から、東京育成 

園でクリスマスページェント礼拝があり 

ます。 参加出来る人は事務局入江さ 

んに直接申し込みをお願い致します。 

 

山の手西ｸﾞﾙｰﾌﾟ新入会員研修会報告 

               （吉岡俊樹会員） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   12/4（水）午後 7時より目黒雅叙園 

飛鳥の間にて､山の手西グループで入

会 3年以内の会員の為の研修会が開

催されました。 山の手 RCからは鍜治

さん、佐藤孝さんと私が受講いたしまし

た。 吉岡会長も来てくださりました。 

グループの方々と親交を深めることも

できました。 有意義な時間でした。 

 

 

●同好会 

野ばらの会       （春日正好会員） 

  当クラブ会員のパートナーが中心とな

って活動を続けている女声合唱グループ

「野ばらの会」は、毎年末、身障者ケア団

体への寄付金を募るチャリティ・コンサー

トに参加活動しています。 しかし、寄付

金のほとんどは合唱に参加する人たち自

身の喜捨によるもので大した額にならな

いようです。 そこで今回は当クラブ会員

からも支援しようと考え、皆さんにムリを

お願いしました。 結果、多くの方々から

賛同を頂き、62,000円を生駒会員に託し

て、「野ばらの会」指導者 三木公子さん

に渡していただきます。 ありがとうござい

ました。 

    《チャリティ・コンサート》 

   平成 25年 12月 8日（日） 

     於：マーゴホール 

 

 

 

  



●ニコニコＢＯＸ 

本日の合計                                     ６０，０００円 

    累計         １，４５２，８６０円 

 

新井英一さん  12月となり今年もあと

わずか。 来年も宜しく！ 

新井秀幸さん  夜間例会に、福囿さん

の息子さんが“ジャズバンド”でデビュ

ーするそうです。 楽しみです！ 

江中武久さん  早くきたらタクトをふら

してくれるとの事。 感謝でニコニコ。 

福囿正志さん  今年も残り少なくなっ

てきました。 皆様も体調管理に気を付

けてお過ごし下さい。 

星野勇介さん  妻の誕生日祝い、あり

がとうございました。 加登屋さん、よう

こそ！ 

飯塚 孝さん  良い天気が続いてい

ます。 元気で年末を乗り越えましょう。 

鍜治真起さん  昨日の新人研修会、

タイヘン中身が濃く、楽しかったです。

白ワインがおいしかったです。 どこか

でメーキャップしてきます。 

片岡 鄕さん  来週はドイツ出張の

ため、例会お休みいたします。   

ベルリンはほぼ 0℃です！ 

川合 孝さん  理事会おつかれ様で

した。 

川手直明さん  次年度理事・役員の

皆様、ご協力宜しくお願いします。 

  先日のゴルフは低血糖で途中中止、

江中さん、弘田さん大変申訳ない。 

北原慎庸さん  12月に入りました。 

今年も元気に年を越せそうで何よりと

思っています。 

 

西澤忠義さん  私は、いつもニコニコ

です。 

佐藤 孝さん  昨夜 2750地区新入会

員研修会に参加させて頂きました。  

他クラブ会員との交流もあり、有意義な

ひと時となりました。 また、いろいろ吉

岡会長にお世話いただき感謝していま

す！ ありがとうございました！ 

鈴木康之さん  年賀状の季節になり

ました。 でも字を忘れることもあり、辞

書と天眼鏡をそばにおいて書き始めま

した。 年ですねえ！ 

竹村潤二さん  フジ TVに勤めている

息子が、来年（2月～4月）のシルクドソ

レイユ（オーボ）の案内を持ってきまし

た。 興味のある方は事務局において

おきます。 前売り予約しておかないと

良い席を取れない位、人気があるらし

い……です。 

瀧本 司さん  モレナさん、神通さん

ようこそ。 

渡邊惠一郎さん  先週、東京熊本県

人会、通夜、結婚式、それに久し振りの

親戚との会合と、疲れました。 

山崎良雅さん  先日はバースディプレ

ゼントを有難うございました。 宝クジが

当りますように……。 

吉岡桂輔さん  師走に入りあわただし

い毎日ですが、元気にがんばりましょう。

佐藤さん、鍜治さん、吉岡俊樹さん、昨

日の新人研修会ご苦労様でした。 

吉岡俊樹さん  一週間、南の島で羽

をのばしてきました。 グアムのマンギ

ラオというゴルフ場で、他の人の倍くら

い打って、楽しんできました。 ニコニコ

です！ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 2013-2014年度 第６回理事会議事録 

                                     幹事 瀧本 司 

 

日  時  2013年 12月 5日（木） 11:00～12:00 

場  所  ザ・キャピトルホテル東急 例会場内 

出席者  磯野道造。後藤守機。江中武久。片岡鄕。川合孝。大川丈男。市川隆。 

川手直明。山崎良雅。星野勇介。倉知英行。春日正好。西澤忠義。 

吉岡桂輔。瀧本司。 

 

  議案内容 

     １）2014～2015年度 地区委員就任の件 

      会長から、神通康夫会員の国際大会推進委員就任が、地区から要請され

たことについて説明があり、議場に諮ったところ、承認可決された。 

 

     ２）山の手東・西グループ地区親睦ゴルフ予選会の件 

      会長から、地区親睦ゴルフ予選会の幹事クラブは、毎年持ち回りであるこ

とや、当日に参加する予選会選手に加えて、幹事クラブとして予選会運営

要員を確保することが必要である旨が説明された。本件を議場に諮ったと

ころ、承認可決された。 

      なお、西澤忠義氏から、実行委員長は 清水庸男氏であること。 星野勇

介氏からは、昨年度の幹事クラブ（杉並 RC）に、ヒアリングに赴く旨が補足

された。 

 

     ３）下期修正予算案の件 

      幹事から、前回承認の下半期修正予算案について、手直しをした箇所と、

年次総会に諮る旨の説明がなされ、議場に諮ったところ承認可決された。 

 

     ４）下半期委員表の件 

      幹事から、前回承認された委員表について、年次総会に諮る旨の説明が

なされ、議場に諮ったところ、承認可決された。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ５）その他 

      ①津谷明紗子会員退会の件 

会長から津谷会員が、仕事が繁忙を極めることから、退会届が提出さ

れたことの説明がなされ、議場に諮ったところ、承認可決された。 

他理事から、今後は退会時に退会の挨拶が可能なように、説得期間

に配慮が必要である旨の意見が出された。 

      ②青少年交換ホストファミリーの負担の件 

今年度の HFへの費用が、日額 2,000円となっていることが、HFの負

担増につながっていることから、日額 3,000円に増額してはどうかとの

意見が出された。過去の経緯や、奨学生受入の主旨などを加味し、審

議された結果、増額が承認可決された。 

      ③震災復興支援の件 

震災復興支援委員長から、今年度の震災復興支援の具体的な内容に

ついて、山田 RC と連携をとりながら、山田町町立船越小学校の鼓笛

隊に、楽器を寄贈する案件を検討中であることが述べられた。理事か

らは、山田町との関わり方の全体像を掴むことや、時期や金額、地区

からの補助金獲得などについて意見が出された。 

審議の結果、本プランを前向きに検討を継続することで承認可決され

た。 

      ④本年度トゥゲザーズの進捗状況について 

理事から、本年度トゥゲザーズのフォローチームの人選が終わり、その

依頼をこれから行っていく旨の報告がなされた。 

      ⑤上田正昭会員の件 

プログラム委員長から、次週予定の上田会員の卓話が中止になること

の報告がなされ、上田会員の近況についても説明がなされた。 

      ⑥新世代委員会企画のイベントの件 

イベントの企画案が配られ、それを元に新世代委員長から概要の説明

がなされた。企画の主旨、方向性などについて、会長が議場に諮った

ところ、承認可決された。 

      ⑦「SAKUJI作戦」の件 

会長から、本作戦の概要と昨年度の様子が説明された。今年度も受け

入れクラブの登録申請を行うことについて、議場に諮ったところ、承認

可決された。 

 

                                                 以上 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
● 2013-2014年度 年次総会議事録 

 
日  時  2013年 12月 5日（木） 13:35～13:50 
場  所  ザ・キャピトルホテル東急 「鳳凰の間(西)」 
 

  クラブ細則第５条第１節により年次総会を開催。開催に先立って瀧本幹事より本日 
の出席者 41 名で細則第５条第３節に会員総数３分の１以上達している旨の報告 
があり規定に従い吉岡会長が議長となり経過報告のあと議案の審議を行った。 

 
 第１号議案  2014～2015年度理事候補者の件 
       川手直明会長エレクトより人選についての経過を含め、次の通り候補者が

発表され、全員の拍手でこれを承認した。 
  飯塚 孝。福神邦雄。後藤守機。春日正好。 
      新井秀幸。佐々木光勝。竹村潤二。吉岡俊樹。 
 
 第２号議案  2014～2015年度役員承認の件 

    川手直明会長エレクトから次年度役員候補者の紹介があり、これを議場に
諮ったところ、出席者全員承認し、次の者が役員に決定した。 
会長   川手直明。  会長エレクト  山崎良雅。 
副会長             神通康夫。  直前会長              吉岡桂輔。 
幹事   倉知英行。  会計              市川 隆。 
SAA   大川丈男。 

 
     第３号議案  2013～2014年度下期修正予算、及び委員表の件 

瀧本幹事より一般会計の下期予算修正に於いての説明、及び各委員表
の追加修正の発表が行われた。 

 
● 2014-2015年度 理事会議事録 

 
日  時  2013年 12月 5日（木） 13:40～13:45 
場  所  ザ・キャピトルホテル東急 「鳳凰の間(西)」 

  出席者  飯塚孝。福神邦雄。後藤守機。春日正好。新井秀幸。竹村潤二。 
吉岡俊樹。山崎良雅。吉岡桂輔。市川隆。大川丈男。川手直明。 
倉知英行。 

 
     第１号議案  役員選任の件 

会長   川手直明。  会長エレクト  山崎良雅。 
副会長             神通康夫。  直前会長              吉岡桂輔。 
幹事   倉知英行。  会計              市川 隆。 
SAA   大川丈男。 

  



 
 
 
 
 
 
 

●山の手伝言板 

                         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）              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  5日（水）       山の手東・西グループ 親睦ゴルフ地区予選会 

                  相模ゴルフクラブ 

                                 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  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１２７３回例会予定 [2013年 12月 19日(木)] 

忘 年 ・家 族 夜 間 例 会  

    ホテルオークラ東京 別館 2階「メイプルルーム」 

           受付 17：00   点鐘 18：00 

祝賀者  誕生日           清水  毅さん（26日） 吉岡桂輔さん（27日） 

祝賀           ﾊﾟｰﾄﾅｰ誕生日       黒岩智行さん（24日） 

 

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

