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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１２７８回例会プログラム 

2014年 2月 6日(木) 

 

点鐘・・・・・・・・・・・・・・・         吉岡会長 

今週の歌・・・・・・・・・・・         「君が代」 

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 ： 新井秀幸さん 

ビジター・ゲスト紹介・・      親睦委員会 

祝賀者・・・・・・・・・・・・・          誕生日    瀧本 司さん    （ 7日） 

                                川合 孝さん    （ 8日） 

                            日野正紀さん  （11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 

次週予告・・・・・・・・・・・          プログラム委員会 

第二部 

新世代委員会 「トークイベント 」   司会・進行・・・・・・・・・・ 市川 隆 委員長 



第 1277回例会報告 

2014年 1月 30日（木） 

会員数  66名 （対象） 66名 

当日出席数   40名（60.61%） 

前回修正出席率         （84.85%） 

 

・ビジター 

柳内調風さん（東京世田谷南 RC） 

春田兼司さん（     〃     ） 

 

・ゲスト 

久保田 悟さん（吉岡桂輔さん紹介） 

 

●委員会報告 

震災復興支援委員会   （大川委員長） 

  東京山の手ロータリークラブ吉岡会長

年度も、はや後半に入り 1ヶ月を経過しま

した。 そして東京山の手ロータリークラ

ブの震災復興支援の原点は、大震災発

生以来「どういう支援、応援が自分たちひ

とり一人の善意、奉仕の気持ちになるの

か」を問い続けてきました。 三年が過ぎ

四年目に入った今も、わたしくしたちのそ

ういう強い思いを自分たちなりに引継ぎ著

していこうということで、吉岡会長年度の

目標としましては「将来を担う子どもたち

への支援」ですすめようということでまいり

ました。 

  今日までに二つの案件、 

  1）希望の風奨学金の募金 

  2）DAYS被災児童支援の募金 

毎月原則一回、その月の震災発生のあっ

た日に近い例会で募金活動をしてまいり

ました。 

上期終えましたところで、それぞれ 

  1）    245,000円 

  2）    158,000円 

  合計  403,000円 

これらの募金につきまして、既に送金、実

行させて戴きました。 

みなさまのまごごろのご協力、ほんとうに

ありがとうございます。 

 

 

 

 

 

 

 

  



＜震災復興により再建した山田町立船越

小学校の鼓笛隊再編成支援プロジェクト

の立ち上げとご協力のお願い＞ 

 

  わたくしたちとして、また本年度の震災

復興支援の趣旨に則う支援、奉仕にかな

う内容のものを模索しておりましたところ、

先般、卓話もしていただいております、山

田ロータリークラブ前会長、現震災復興

担当の阿部幸栄様から、標題の支援を考

えていただけないかとのご相談を戴きま

した。 

山田町につきましては、わたくしたちロ

ータリークラブとの縁も深く、震災復興支

援のまさに原点であること、また将来の子

どもたちへ向けた有意義さの延長線上そ

のものでございます。 

  一連のご趣旨をご勘案いただいて、当

該プロジェクトの実施の賛同をいただき、

その上で積極的なご協力をお願い申し上

げます。 

  なお、当該プロジェクトの内容につきま

しては、ロータリー東日本震災復興基金

へ補助金申請を併せてしたいと考えてお

りますので、その目論見書をしたためまし

たので、その記載内容を援用させて戴け

れば幸いです。 

  要点は、以下のとおりでございます。 

 

震災復興により再建した山田町立船越 

小学校の鼓笛隊再編成支援プロジェクト 

 

◎当該プロジェクト実施期間 

  自 平成 26年 2月 1日 

  至 平成 26年 3月末日 

◎内容 

・東京山の手ロータリークラブ 

           募金目標：62万円 

・当該見積りとの差額：50万円については、

ロータリー東日本震災復興基金の補助

金の充当をめざす。 

以上 

 

 

 

 



新世代委員会       （市川委員長） 

  2/6（木）新世代委員会「トークイベント」

への参加をお願いいたします。 

 

次年度幹事報告      （倉知副幹事） 

  本日 TKP会議室にて、2014年～2015

年川手会長年度の各委員長顔合せ会議

を開催いたします。 年間行事日程が決

定しましたので是非ご参加下さい。 

 

●ニコニコＢＯＸ 

本日の合計                                     ５８，０００円 

    累計         ２，００４，８６０円 

 

福神邦雄さん  結婚記念日のお祝い

ありがとうございます。結婚 39年になり

ます。 益々、家内が強くなり家では私

は小さくなっております。 

福囿正志さん  明日で 1月も終りです

ね。 皆様体調の方はいかがでしょう

か？ 2月は日経平均の 17,000アップ

を期待しています。 

 

灰田美知子さん  宮﨑さん、Initiation 

speechたのしみにしています。 

生駒昌太郎さん  誕生祝いありがとう

ございました。 後期高齢者まであと 1

年になりました。 

春日正好さん  宮﨑さん、入会後

早々のスピーチご苦労様です。    

たいへん楽しみにしています。 

川手直明さん  女房の誕生祝有難う

ございます。 古希を向え、近々5人目

の孫誕生、手伝いの為もう少し頑張っ

て下さい。 

増田靜一さん  清水庸男さん、カキの

ことおつかれさまでした。 どうもありが

とうございました。 3月 7日私の「たん

じょう日」にとどきます。 

森本正昭さん  宮﨑さん、本日の卓

話楽しみにしています。 又、句会もよ

ろしくお願いします。 

佐々木光勝さん  おかしな病気が流

行してます。 皆様お体ご自愛下さ

い。 

 



佐藤 孝さん  先日、銀行からお手

紙。 何かと思って開けてみると「10年

前に預けたお金を忘れていません

か？」とのご案内でした。 本人がすっ

かり忘れていましたので、いろいろな意

味でニコニコ！ 

清水庸男さん  山田漁協のカキがや

っと届く運びになりました。 皆様のご

協力に感謝いたします。ヤレヤレです。 

鈴木康之さん  寒さもあと 1 ヵ月で終

ります。 皆んな元気で R.C.活動に参

加しましょう。 

瀧本 司さん  宮﨑さん、イニシエー

ションスピーチ楽しみにしています。 

渡辺彰敏さん  家内の誕生祝いをあ

りがとうございます。 ニコニコしてしま

うような「いいこと」はありませんが、お

陰様でとりあえず「不幸」を回避できそ

うです。 

吉岡桂輔さん  宮﨑さん、本日のイニ

シエーションスピーチ、よろしくお願いい

たします。 

 

吉岡俊樹さん  先日、尾瀬でスキーを

してきました。 富士山がはっきりと見

え、感動しました。 カモシカにも会いま

した。やっぱり自然は良いですね。  

ニコニコ！ 

 

 

●卓話 

「イニシエーションスピーチ」 

              宮﨑 公子 会員 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

●山の手伝言板 

                                 2月           6日（木）             理事会  11：00～ 例会場内 

                                 2月 12日（水）            山の手 手話サークル 

                                 2月 13日（木）            二木会  18：00～ 「まごの邸」 

                                 2月 18日（火）            プログラム委員会炉辺  18：00～ 「星が岡」 

                                 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」 

                                 2月 20日（木）             例会お休み （規定 3） 

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

                                 2月 26日（水）・27日（木）             「地区大会」  ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ新高輪「飛天の間」 

                                 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 13日（木）               卓話  杉本尚樹 様（川合さん紹介） 

                      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」 

                                  3月 18日（火）               山の手西ｸﾞﾙｰﾌﾟ ＩＭ  10：30～ ｾﾙﾘｱﾝﾀﾜｰ東急ﾎﾃﾙ B2 

                                  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１２７９回例会予定 [2014年 2月 13日(木)]  
 

祝賀者  誕生日    福元恒徳さん （15日） 西澤忠義さん （19日） 

      横山雅也さん （20日） 渡辺彰敏さん （22日） 

      神通康夫さん （26日） 

             ﾊﾟｰﾄﾅｰ誕生日   日野正紀さん （18日） 宮﨑公子さん （21日） 

                           亀井  準さん（3/5日） 

       結婚記念日   江中武久さん （14日） 日野正紀さん （21日） 

 

卓話                  「メキシコそして私の将来」 

               地区青少年交換来日生  モレナ・カルデロンさん 

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

