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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１２７９回例会プログラム 

2014年 2月 13日(木) 

 

点鐘・・・・・・・・・・・・・・・         吉岡会長 

ロータリーソング・・・・・         「我らの生業」 

                                 ソングリーダー ： 江中武久さん 

ビジター・ゲスト紹介・・      親睦委員会 

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  宮﨑公子さん（21日） 亀井 準さん（3/5日） 

祝賀者・・・・・・・・・・・・・           結婚記念日    江中武久さん（14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・・・・・・・・・・・・・・・         「メキシコそして私の将来 」 

                   青少年交換来日生  モレナ・カルデロンさん（メキシコ） 

次週予告・・・・・・・・・・・          プログラム委員会 



第 1278回例会報告 

2014年 2月 6日（木） 

会員数  66名 （対象） 66名 

当日出席数   49名（74.24%） 

前回修正出席率         （86.36%） 

 

・ビジター 

瀧島金吾さん（静岡日本平 RC） 

松本  博さん（     〃    ） 

星野敏夫さん（     〃    ） 

池田秀一さん（東京目黒 RC） 

 

・ゲスト 

久保田 悟さん（吉岡桂輔さん紹介） 

 

・トークイベント出席者 

酒匂孝之さん 

   （早稲田大学ｲﾝｷｭﾍﾞｰｼｮﾝ推進室） 

飯尾礼治さん 

  （早稲田大学大学院商学研究科） 

中村浩尚さん 

      （早稲田大学政治経済学部） 

熊谷  祐さん（早稲田大学教育学部） 

 

 

●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震災復興

支援の新しい支援プロジェクト、『震災復

興により再建しました山田町立船越小学

校の鼓笛隊再編成の支援』のための募

金活動、2月 13日（木）例会より開始いた

します。 

  わたくしたち東京山の手ロータリークラ

ブと縁の深い山田町に、そして「将来を担

う子どもたちへ視点をあてて」収斂しまし

た応援・支援でございます。 

1） 2月、3月の各例会におきまして募金

活動を致します。 

2） 募金目標：62万円です。 

  当該船越小学校鼓笛隊の編成にあた

りまして、その内の『楽器』調達（1,112,705

円）の支援を致します。 

  この度はロータリー東日本震災復興基

金から「50万円の補助金」のお願いを想

定しての募金目標でございます。 

  当該楽器の贈呈式、暖かくなる春先か

らの、子どもたちの鼓笛隊再編成の活動

開始へ、できるだけ早く対応していきたい

と思います。 

  東京山の手ロータリークラブみなさまの

真心と暖かなご支援お待ちしております。

こころから宜しくお願い申し上げます。 

 

30周年準備委員会 （山崎良雅委員長） 

  3月 10日（月）6時半より、渋谷東急イ

ン「ハシュハシュ」で 30周年準備委員会を

開催しますので、委員の皆様は御参集下

さい。 

 

プログラム委員会   （川合委員長） 

  来週の卓話にモレナさんをお招きして

いますので、皆様お楽しみにして下さい。 

 

 

 



●ニコニコＢＯＸ 

本日の合計                                     ９０，０００円 

    累計         ２，０９４，８６０円 

 

星野敏夫さん(静岡日本平 RC)  

TOGETHERS 今年もお世話になります。

よろしくお願いいたします。 

瀧島金吾さん(静岡日本平 RC）   

 本年もよろしく静岡日本平 RC と交流を

お願いします。 

江中武久さん  本日のトークイベント

楽しみにしております。 ガンバレ日本

の若者・・・・・！ 

福神邦雄さん  ノドを痛めました。  

薬やがカゼを引くと、あそこの薬は効か

ないんじゃないかと思われそうで心配し

ています。 

福囿正志さん  本当に寒いですね。

せっかく体調が良くなって来たのに心

配です。 

後藤守機さん  若さ溢れる早稲田大

学の皆さん、今日の発表を楽しみにし

ています。 冬季オリンピック出場の、

若い日本人の人達も大活躍してくれる

といいですね。 

星野勇介さん  寒中お見舞申し上げ

ます。 

市川 隆さん  本日はトークイベント

にお越しいただいたゲストの皆様、あり

がとうございます！！ 手造りの会です

が、存分に楽しんでいって下さい！！ 

 

 

春日正好さん  きょうは学生さんの

元気な発言を聞くのを楽しみにして

いましたが、地区大会準備のため中

座するのは何とも残念！ ロータリ

アンとのディスカッションを大いに

やってください。 

川合 孝さん  弘田さん、江中さん、

ありがとうございます。 

北原慎庸さん  寒い日ですが今日も

ニコニコ。 川合さん、すばらしい！！ 

森本正昭さん  ロータリーの 2月号裏

写真は、私の郷里の松江城で朝夕なじ

んだものです。 国宝を目指して運動し

ています。 

西澤忠義さん  本日のパネルディスカ

ッション楽しみですね。 

大川丈男さん  先週の例会にて、委

員会報告をさせて戴きました、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の募金のお願

いです。 来週の例会より始めたいと思

います。 皆様のあたたかな支援、宜し

くお願い致します。 

沖正一郎さん  家内の 80才のお祝い

有難うございました。 何とか元気でお

ります。 

佐藤 孝さん  本日のトークイベント、

学生さんのプレゼン楽しみにしていま

す！ 

鈴木康之さん  いよいよソチオリンピ

ック、パラリンピックがはじまります。 

スポーツは平和の世界のために大きな

希望をもらたします。 



高橋悦男さん  高幡不動の豆撒きで、

初めて年男をつとめてきました。 

 大群集 どよめく空へ 豆を撒く  悦男 

髙村昌秀さん  モレナが我が家に来

てからにぎやかになりました。 

竹村潤二さん  ①神通さん、先日はお

世話になり有難うございました。 

②先週はインフルエンザで休会しました

が、すっかり良くなりました。 

瀧本 司さん  誕生日のお祝いあり

がとうございます。 市川さん、本日の

トークイベントの準備お疲れ様でした。

盛り上げましょう。 

 

 

 

 

 

 

●第二部 

新世代委員会「トークイベント」 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山崎良雅さん  3月 15日に廃止にな

る「あけぼの」に乗りに行って来ました。

所要時間は青森まで約 12時間、帰り

の飛行機で羽田まで約 1時間、料金は

飛行機が列車の半分。 これでは移動

手段としての寝台車の役目は終ってい

ますね。 日本からブルートレインがな

くなるのは寂しいかぎりです。 

吉岡桂輔さん  早大インキュベーショ

ンセンターの学生の皆さん、本日のトー

クイベント楽しみにしております。   

また、静岡日本平ロータリークラブの来

訪を歓迎します。 

吉岡俊樹さん  市川さん、今日のイベ

ントをとても楽しみにしています。 

 

 

 

 

 

 

司会・進行 市川 隆委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 2013-2014年度 第 8回理事会議事録 
                                     幹事 瀧本 司 
 
日  時  2014年 2月 6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。吉岡桂輔。瀧本司。 
 

  議案内容 
     １）日本委員会への補助金申請の件 
        震災復興支援委員長より、今期の支援内容に関する補助金の申請に

関して説明がなされた。支援総額の約 110万円強の内、50万円を日本委
員会からの補助金でまかない、残額をクラブ内の募金及び不足の場合
は、復興支援繰越金から充当する計画である。会長が、震災復興支援委
員長案を議場に諮ったところ承認された。 

 
     ２）RI会長賞申請の件 
        会長から、当該申請に付き、地区からの推奨事案であることと、申請条

件を満たすことが可能であることが説明され、議場に諮ったところ承認され
た。 

 
     ３）退会の件 
        会長から、会員の退会の表明に関して、経緯と状況、対応に付き説明が

なされ、今後の対応について審議がなされた。様々な意見がだされたが、
本日は結論に至らず、合わせて名誉会員制度なども急ぎ検討する方向
で、継続審議となった。 

 
     ４）2014～2015年度 地区委員就任の件 
        会長から、髙村昌秀会員の地区会員委員会・会員増強委員会委員就任

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
された。 

        なお、次年度の地区への出向者数が増加していることに関しては、次年
度会長・幹事において、クラブ活動とのバランスを考慮し、判断することが
確認された。 

 
     ５）広報活動（FaceBook）の件 
        幹事から、継続審議中の FaceBookの利用に関して、広報・会報 HP委

員長より、運用ルール案が提出されたことが説明された。これを受け、会
長が議場に諮ったところ、導入前に FaceBookへの理解促進と会員からの
コンセンサスをとるため、例会を利用し、説明と意見聴取を行うという意見
に議場の賛同が得られた。 

 
     ６）その他 
        プログラム委員長から、4月 3日の観桜会の余興の見通しが立ったこと

が報告された。卓話に招聘した「大谷祥子」氏の紹介により、琴と尺八の
合奏が可能になり、出演料も総額 5万円となることが説明された。 

 
                                                以上 



 
 
 
 
 
 
 

●山の手伝言板 
                                 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 

                                 3月           5日（水）             山の手東・西ｸﾞﾙｰﾌﾟ 親睦ｺﾞﾙﾌ地区予選会  相模原ｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ 

                                 3月           6日（木）             理事会  11：00～ 例会場内 

                                  3月 10日（月）               30周年準備委員会  18：30～ 「ハシュハシュ」 

                                  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 

                                  4月 11日（金）～12日（土）               親睦旅行 

★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  大川丈男 委員 

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１２８１回例会予定 [2014年 3月 6日(木)]  
 
祝賀者  誕生日    増田靜一さん（7日）  川手直明さん（9日） 
                                                                                        ﾊﾟｰﾄﾅｰ誕生日   上田正昭さん（7日） 
       結婚記念日   松原俊夫さん（6日）  幡野永由さん（7日） 
            髙村昌秀さん（8日）  川手直明さん（9日） 
卓話                  「健康管理はウェイトコントロールから」 
               日本ダイエット協会 会長 戸田 晴実 様（北原さん紹介） 

●第１２８０回例会予定 [2014年 2月 26日(水)・27日(木)]  
 
  国際ロータリー 第 2750地区 地区大会 
       グランドプリンスホテル新高輪 「飛天の間」 
 
    第 1日（2/26）  ワークショップ、他  登録 12：00 開会 13：00 
    第 2日（2/27）  本会議、他   登録 12：00 開会 13：00 

 

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

