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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１２７５回例会プログラム 

2014年 1月 16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 ： 生駒昌太郎さん 

ビジター・ゲスト紹介・・      親睦委員会 

入会式・・・・・・・・・・・・・      宮﨑公子さん（灰田さん紹介） 

祝賀者・・・・・・・・・・・・・          誕生日    飯塚  孝さん  （20日） 清水庸男さん   （20日） 

      新井秀幸さん （22日） 

ﾊﾟｰﾄﾅｰ誕生日 岩瀬  力さん    （18日） 井上明義さん     （19日） 

   片岡  鄕さん （20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・・・・・・・・・・・・・・・         「源 氏物語 と紫式部 」 

                  (財)本願寺維持財団参議「蓮如の道を歩む会」 

                           会長  大谷 祥子 様 

次週予告・・・・・・・・・・・          プログラム委員会 



第 1274回例会報告 

2014年 1月 9日（木） 

新年賀詞交歓会  

会員数  65名 （対象） 65名 

当日出席数   47名（72.31%） 

前回修正出席率         （83.08%） 

 

・ゲスト 

久保田 悟さん（吉岡桂輔さん紹介） 

・特別ゲスト 

モレナ・カルデロンさん 

          （青少年交換来日生） 

 

 

●入会式 

  日高 修さん（清水毅さん紹介） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●年男による乾杯 

  里内俊夫さん、星野勇介さん、 

福囿正志さん 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●委員会報告 

震災復興支援委員会   （大川委員長） 

  ＜2013-2014年度 

     希望の風奨学金 募金報告＞ 

 

前回までの合計      ２４５，０００円 

 1/9 例会                          ２４，０００円 

累 計                 ２６９，０００円 

 

 ＜2013-2014年度 

    DAYS被災児童支援 募金報告＞ 

 

前回までの合計      １５８，０００円 

 1/9 例会                         ２３，０００円 

累 計                         １８１，０００円 

 

 



新世代委員会       （市川委員長） 

  2月 6日（木）開催のトークイベントにつ

き告知させていただきます。        

当日、13：00～15：30までの時間を使いま

すことと、Rアンの皆様により多く参加して

いただきたい旨お願いいたします。 

 

地域社会/環境委員会 TOGETHERS 

                 （浅野委員長） 

①TOGETHERSの参加団体のフォローチ

ームのリーダー、サブリーダーを以下

の方々にお願いしたいと思います。 

【笹塚和太鼓の会】 

 リーダー：新井さん 

 サブリーダー：田中さん、佐々木さん 

【光友会】 

 リーダー：西澤さん 

 サブリーダー：神通さん 

【新宿区手をつなぐ親の会（ひまわり）】 

 リーダー：清水毅さん 

 サブリーダー：星野さん、福元さん 

【友納あけみさん】 

 リーダー：北原さん 

 サブリーダー：山田さん、宮﨑さん 

【マーチ】 

 リーダー：竹村さん 

 サブリーダー：鍜治さん、髙村さん 

【SUN】 

 リーダー：松木さん 

 サブリーダー：渡辺彰敏さん、日髙さん 

 

 

【目黒区手をつなぐ親の会】 

 リーダー：佐藤孝さん 

 サブリーダー：清水庸男さん、灰田さん 

②上記各チームのリーダー、サブリーダ

ーの方の中から少なくとも 1名ずつ下

記の実行委員会と下見会に出席をお

願いいたします。 

（1）実行委員会 

1月 23日（木）13：45頃～15：00すぎ 

場所 TKP赤坂ﾂｲﾝﾀﾜｰ東館 10B 

（2）下見会 

2月 19日（水）16時～18時 

場所 めぐろﾊﾟｰｼﾓﾝﾎｰﾙ 小ﾎｰﾙ 

目黒区柿の木坂 1-1-1 

 

地域社会/環境委員会 土と遊ぶ 

               （北原副委員長） 

  昨年、「土と遊ぶ」に招待した社会福祉

法人東京育成園からクリスマスページェ

ント礼拝（12月 25日夜）の招待状が届き

ましたので、当クラブから 5人が参加しま

した。 その時、皆さんからいただきました

寄付金 47,600円を、千葉理事長にお渡し

しました。 この寄付金に対し、東京育成

園から感謝状が届きました。 皆様のご

協力、誠にありがとう御座いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 



●ニコニコＢＯＸ 

本日の合計                                    １５５，０００円 

    累計         １，８１３，８６０円 

 

新居英一さん  今年もよろしく。 

新井秀幸さん  新年を祝して。 本年

も皆さん宜しくお願い致します。 

浅野健太郎さん  あけましておめでと

うございます。 本年もご指導のほどよ

ろしくお願いいたします。 

伊達 幹さん  明けましておめでとう

ございます。 ご賀状への欠礼をニコニ

コにておゆるし願います。 

江中武久さん  本年が皆様にとって

すばらしい年になります様に。 

福神邦雄さん  明けましておめでとう

ございます。 今年もよろしくお願い申

し上げます。 このところ出席率が良く

なってまいりましたが、今年も出席率を

良くしたいと思っております。 

福囿正志さん  新年、明けましておめ

でとうございます。 本年も宜しく御願い

致します。 

後藤守機さん  今年も明るく・仲よ

く・元気よくお付合い下さい。 

日髙 修さん  今日が会員として初

めての出席です。 

星野勇介さん  謹賀新年。 ことしもよ

ろしくお願いします。 

市川 隆さん  明けましておめでとう

ございます。 本年も宜しくお願いいた

します。 2月6日は新世代委員会の企

画の日です。 早稲田大学の学生さん

達をおまねきして充実のトークイベント

を御用意いたしますので、皆様お楽し

みにして下さい。 

生駒昌太郎さん  あけましておめでと

うございます。 今年も遊んで下さい。 

磯野道造さん  新年明けましておめで

とうございます。 本年もご交誼を賜り

ますよう、お願い申し上げます。 

神通康夫さん  新年明けましておめで

とうございます。 皆様本年もよろしくお

願い申し上げます。 

春日正好さん  ことのほか寒い新春

ですが、みなさんお元気ですか？ こと

しも楽しく明るいロータリーでありますよ

うに、よろしくお願いします。 

川合 孝さん  新年明けましておめで

とうございます。 吉岡会長、瀧本幹事、

引き続き宜しくお願いいたします。 

川手直明さん  いよいよ吉岡会長、瀧

本幹事折返し。 今年も宜しくお願い致

します。 

北原慎庸さん  皆様、昨年は大変お

世話になりました。 今年も月並みです

が、よろしくお願い致します。 

倉知英行さん  新年おめでとうござい

ます。 吉岡・瀧本年度も後 6 ヶ月。  

これからも行事が続きますが、頑張っ

て下さい。 

増田靜一さん  おめでとうございます。

世界に 1日でも早く平和がきますように

祈ります。 



松木昭和さん  誕生日のお祝いあり

がとうございます。 51才になりました。 

西澤忠義さん  あけましておめでとう

ございます。 今年も一年ニコニコでい

きたいと思います。 

大川丈男さん  新年あけましておめで

とうございます。 本年も相変わりませ

ず宜しくお願い申し上げます。 

小野佐千夫さん  新しい年を迎え、今

年もよろしくお願いします。 

佐々木光勝さん  明けましてお目出と

うございます。 ご無沙汰致しまして済

みません。 本年も宜しくお願い申し上

げます。 

佐藤 孝さん  明けましておめでとう

ございます。 今年もよろしくお願いしま

す。 

里内俊夫さん  明けましておめでとう

ございます。 今年は午年。私は昭和 5

年生れの庚午です。 晩節をけがすな

よ！ 亡父が初夢に和服を上手に着て

長男の私の枕元に立ちました。    

ビックリ。 

清水庸男さん  本年もよろしくお願い

します。 

清水 毅さん  日高さん、ご入会を心

よりお待ちしておりました。 これからは

ゴルフはもちろん、ロータリーでも一緒

に活動しましょう。 よろしくお願いしま

す。 

鈴木康之さん  年賀状ありがとうござ

いました。 

髙村昌秀さん  あけましておめでとう

ございます。 誕生日のお祝いありがと

うございます。 

竹村潤二さん  本年もよろしくお願い

致します。 

瀧本 司さん  明けましておめでとう

ございます。 残り半年頑張ります。 

渡邊惠一郎さん  新年明けましてお

めでとうございます。 頂いたご賀状の

代わりにニコニコ。 

山田 清さん  コメントが見つかりま

せんが、とりあえず明けましておめでと

うございます。 

山崎武彦さん  今年も宜しくお願い致

します！ 

山崎良雅さん  皆様明けましておめで

とうございます。 吉岡会長、瀧本幹事、

あと半年お世話になります。 

横山雅也さん  新年明けましておめで

とうございます。 本日より日髙さんが

入会します。 よろしくお願いします。 

吉岡桂輔さん  あけましておめでとう

ございます。 本年もよろしくお願いい

たします。 

吉岡俊樹さん  新年明けましておめで

とうございます。 正月は、飲みすぎて

しまいました。 今日から節制します。 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●2013-2014年度 第 7回理事会議事録 

                                  幹事  瀧本 司 

 

  日  時  2014年 1月 9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。倉知英行。春日正好。吉岡俊樹。 

              西澤忠義。吉岡桂輔。瀧本司。 

 

  議案内容 

１）委員表修正の件 

     会長から委員表の修正に付き、幹事に説明を要請した。 

   幹事から、前回承認済みの委員表に誤りがあったこと、新入会員を割り振った

ことなど修正理由が説明された。それを受けて会長が、議場に諮ったところ承

認可決された。（別表、1月 16日配布） 

 

２）収支の件 

     会長から、一般会計上半期の収支概況に付き、幹事に説明を要請した。 

   幹事から、上期は予想より 100万円ほど黒字が増える見通しであること、下半

期の修正予算（前回承認済み）にも費用に余裕があること、奉仕活動費用を

補填する可能性があることなどが報告された。 

 

３）地区大会の件 

     会長から、今期の地区大会の日程概要が確認された。 

   合わせて晩餐会の告知、ワークショップへの広告など引き続き検討する旨が

説明された。また、当日の運営補助員を SAA メンバーから選出するにあたっ

ては、春日氏へ一任することが承認された。 

 

４）2014～2015年度 地区委員就任の件 

     会長から、倉知英行氏の会員増強委員就任が、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。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５）クラブ協議会の件 

     幹事から、第 2回クラブ協議会の開催日時と場所の確認が行われた。 

 

６）広報活動（FACEBOOK）の件 

  会長から当クラブの広報に、Face Bookを活用する件に付き審議が求めら

れた。審議に先立ち広報／会報 HP 委員長より、現状の HP 及び仮オープン

の Facebook についての説明が行われた。それを受けて審議が行われた。

HP と Facebook 双方の利点を活かして、相互補完関係で将来に向けて運用

するが、プライバシーや肖像権への配慮、アップデートルールなどに十分配

慮するという方向性で、コンセンサスが取れた。それを受けて、議長から次回

クラブ協議会も含め継続審議することを、議場に諮ったところ承認可決され

た。 

 

７）その他 

①日本委員会復活と補助金について 

      会長から、地区で震災復興プロジェクトに関わる補助金が新たに加わるに

あたり、震災復興支援委員会におけるプロジェクトの推進状況が確認され

た。その後、議長から申請期日が迫っていることから、委員会での準備を早

めるように要請があった。 

②トゥゲザーズの件 

   1月23日の実行委員会開催場所について、会場を現在検討中であること

が報告された。 

③新世代委員会新企画 

  新世代委員長から、現在の進捗状況が報告された。 

④親睦旅行の件 

  候補日程の確認が行われた。 

⑤地区親睦ゴルフ予選会の件 

       親睦委員会から、運営人員の見通しが説明された。それを受けて、当日運

営に関し前例の確認、人員の見直しなどについて、意見が交わされた。 

 

              以上 



 
 
 
 
 
 
 

●山の手伝言板 

                                 1月 16日（木）             クラブ協議会 13：45～ 2F「橘の間」 

                           山の手俳句の会 14：00～ キャピトルホテル 2階 

                                    1月 17日（金）～1月 19日（日）  草津スキーツアー 「シーダ―ロッジ泊」 

                                 1月 23日（木）            TOGETHERS実行委員会 ミーティング 

                13：45～ 「TKP赤坂ﾂｲﾝﾀﾜｰ東館 10B」 

                                 1月 30日（木）           卓話 「イニシエーションスピーチ」 日髙さん、宮崎さん 

                                 2月           6日（木）              新世代委員会 「トークイベント」 

                                 2月 13日（木）            卓話 青少年交換来日生 モレナ・カルデロンさん 

                     二木会  18：00～ 「まごの邸」 

                                 2月 19日（水）             TOGETHERS会場下見会  16：00～ 「めぐろﾊﾟｰｼﾓﾝﾎｰﾙ」 

                                 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１２７６回例会予定 [2014年 1月 23日(木)] 
 

祝賀者  ﾊﾟｰﾄﾅｰ誕生日  沖正一郎さん（24日） 

 

卓話     「〝和食〟世界遺産登録において」 

           （有）九兵衛 代表取締役  今田 洋輔様（川合さん紹介） 

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

