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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１２８２回例会プログラム 

2014年 3月 13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 ： 町田行功さん 

ビジター・ゲスト紹介・・      親睦委員会 

祝賀者・・・・・・・・・・・・・          誕生日    里内俊夫さん（13日） 福神邦雄さん（18日） 

                                春日正好さん（24日） 

          ﾊﾟｰﾄﾅｰ誕生日  江中武久さん（15日） 新井秀幸さん（17日） 

祝賀者・・・・・・・・・・・・・           結婚記念日    神通康夫さん（15日） 星野勇介さん（16日） 

                                竹村潤二さん（17日） 井上明義さん（20日） 

                                増田靜一さん（24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・・・・・・・・・・・・・・・         「障 がい者雇用 について」 

                    SMBCグリーンサービス（株） 

                         代表取締役社長  杉本 尚樹 様 

次週予告・・・・・・・・・・・          プログラム委員会 



第 1281回例会報告 

2014年 3月 6日（木） 

会員数  65名 （対象） 65名 

当日出席数   45名（69.23%） 

前回修正出席率         （75.76%） 

 

・ゲスト 

青山拓夫さん（元会員、江中さんｹﾞｽﾄ） 

 

 

●委員会報告 

ロータリー財団委員会 （清水毅委員長） 

  財団年次寄付に関し、片岡鄕さんが累

計 1,000 ドルを超えました。 ポールハリス

フェローの認証状、及びバッチが届きまし

たので、これを授与し表彰しました。 

  引き続き、6月末まで 100ドル/1人寄付

活動にご理解ご協力をお願い致します。

レート 1 ドル＝102円ですので、日本円で

10,200円となります。 

 

 

震災復興支援委員会   （大川委員長） 

＜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 募金報告＞ 

 

前回までの合計      ２１５，０００円 

  3/6 例会                         １２０，０００円 

累 計                 ３３５，０００円 

 

 

 

  2011年（平成 23年）3月 11日金曜午

後 2時 30分、東北地方の太平洋沖地震

とそれに伴って発生した津波、及びその

後の余震により引き起こされた大規模な

地震災害をもたらしました。 

その後、東日本大震災と名づけられ、

被災地域が広範に及び、極めて多数の

犠牲者を出すとともに、国民生活にも多

大な影響を及ぼした未曾有といってもい

い大災害となったのです。 

間もなく発生から 3年が経過いたします。 

恐れ入ります。 

多くの貴い命、被災された多くの方々に

対して謹んで黙禱をしたいと思います。 

 （1分間の黙禱） 

  先週の例会から始めました、「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 楽器贈呈のための募金」

のお願いですが、今週の例会では 12万

円集まりました。 

前回と併せて 335,000円になります。

（5,000円は入江さんからです） 

  東京山の手ロータリアンの方々おひと

りおひとりから、まことに不躾ではござい

ますが、1万円ずつをお願いいたしており

ます。 

3月 27日の例会までに、62万円を目標に

して集めさせて戴きたいと思っております。

（4月初旬に贈呈式を予定） 

ロータリアンのみなさま全員の総意とし

まして、温かな御奉仕、宜しくお願い申し

上げます。 



親睦委員会 旅行    （竹村担当委員） 

  親睦旅行会が決まりました。 

   日時  4月 11日（金）～12日（土） 

       オプションゴルフ会 13日（日） 

   場所  伊勢志摩、賢島方面 

お時間を取れる方の多数の参加、お待

ちしています。 

 

親睦委員会 観桜会  （中田担当委員） 

  ＜観桜会のご案内＞ 

4月 3日（木）椿山荘で実施いたします。 

川合さんご紹介の琴の演奏があります。 

皆様へのご案内は近日中にいたしますの

で、宜しくお願いいたします。 

 

親睦委員会 ゴルフ   （髙村担当委員） 

① 3/5（水）2750地区 山の手東西ゴルフ

予選会 22組 79名出場いたしました。 

   山の手 RCは準優勝 

   個人戦で崎山さんが優勝 

   チャリティー  107,000円 

② 3/19（水）親睦ゴルフ会 

我孫子ゴルフ倶楽部 （神通さん紹介） 

③ 6/10（火）親睦ゴルフ会 

相模ｶﾝﾂﾘｰ（世田谷南 RC三田さん紹介） 

 

 

＜第 34回山の手東・西グループ 

             ゴルフ予選会報告＞ 

【団体成績 東グループ】 

順位 クラブ名 ネット計 

優勝 西 RC 388.4 

準優勝 城西 RC 401.4 

3位 神宮 RC 417.2 

4位 杉並 RC 421.5 

5位 恵比寿 RC 426.3 

6位 渋谷 RC 447.5 

 

【団体成績 西グループ】 

順位 クラブ名 ネット計 

優勝 成城新 RC 391.3 

準優勝 山の手 RC 392.4 

3位 世田谷南 RC 395.5 

4位 世田谷 RC 402.5 

 

【個人成績】 

順位 氏名 OUT IN GRS HDCP NET 

優勝 崎山 收 41 46 87 13.6 73.4 

11位 福囿正志 48 45 93 14.8 78.2 

18位 松木昭和 46 48 94 14.8 79.2 

･ 清水庸男 51 53 104 23.4 80.6 

･ 川合 孝 47 55 102 21.0 81.0 

･ 神通康夫 54 47 101 17.3 83.7 

･ 市川 隆 50 56 106 22.2 83.8 

･ 横山雅也 57 53 110 24.7 85.3 



●同好会 

旨い蕎麦を喰らう会 

        （山崎良雅 そばの会幹事） 

  3月 31日（月）6時 30分より、日本橋の

「薮伊豆総本店」で旨い蕎麦を喰らう会を

開催しますので、是非御出席下さい。 

 

 

●ニコニコＢＯＸ 

本日の合計                                     ６７，０００円 

    累計         ２，２５０，８６０円 

 

新井秀幸さん  昨日は雨の中、東西

予選会準優勝おめでとうございます。

幹事の髙村さん、委員長の清水さん、

又選手スタッフの皆さん、本当に寒い

中ご苦労様でした。 

後藤守機さん  風邪を引いてしまいま

した。 見える物には注意出来ますが、

見えない物には弱くて。 

幡野永由さん  大変御無沙汰致しま

した。 病気が何とか落ち着きましたの

で、本日例会出席出来ました。 大変

嬉しいですね。 向后、頑張って出席致

す積りですが、何分老人（88才）ですの

で、これから先は不明です。 

弘田明成さん  ほんとうに久し振りに

例会に出席できて、嬉しいです。   

お互い健康でいましょう。 

亀井 準さん  女房の誕生日記念の

花ありがとうございます。 

川合 孝さん  北原さん紹介の戸田

晴実さん、本日は楽しい卓話をお願い

いたします。 

川手直明さん  私の誕生日（73才）祝

と、結婚記念日（47回目）をダブルでお

祝有難うございました。 

北原慎庸さん  日本ダイエット協会会

長の戸田様、今日は卓話を楽しみにし

ています。 

増田靜一さん  誕生日のお祝い、どう

もありがとうございます。 

松原俊夫さん  遅くなりましたが、結

婚祝い有難うございました。 49回目で

す。 あと 1回で金婚式ですので、お互

いガマン。ガマン。 

松木昭和さん  2750地区東西ゴルフ

予選会、準優勝できました。      

ニコニコ。 

 

 

 



宮﨑公子さん  ① 先日は主人にバ

ースデー花束有難うございました。 

 ② 先月末、札幌へ出張致しまして、グ

ランドホテルと、パークホテルに二回分

の make upをして参りました。 気楽に

迎えて頂け大変嬉しかったです。 

大川丈男さん  3月 11日、東日本大

震災ぼっ発からまる 3年が経ちます。

復興は、まだまだ「道なかば」にも至っ

ておりません。 この度の山田町立船

越小学校の鼓笛隊楽器の支援募金、

皆様の真心、こころよりお待ちしており

ます。 

佐藤 孝さん  昨日の山の手東・西

グループゴルフ予選会、準優勝での突

破おめでとうございます。 雨の中でプ

レーした選手の皆様、準備・運営に尽

力したスタッフの皆様、おつかれ様でし

た！ 

髙村昌秀さん  昨日の地区山の手東

西グループゴルフ予選会、準優勝！！

選手のみなさんおめでとうございます。

お手伝いの皆さん、ありがとうございま

した。 

 結婚記念日のお祝いありがとうござい

ます。 

竹村潤二さん  昨日、親睦ゴルフ予選

会の手伝いをさせて頂きました。 手伝

いがいがあって準優勝されました。  

おめでとう！！ 

瀧本 司さん  ① ゴルフ予選会団体

準優勝おめでとうございます。 雨と寒

さの中、選手の皆さんお疲れ様でした。 

 ② 戸田様、卓話楽しみにしておりま

す。 

吉岡桂輔さん  日本ダイエット協会 

戸田晴実さま、本日の卓話よろしくお願

いいたします。 

 

●卓話 

「健康管理はウェイトコントロールから 

 1 ヶ月に確実に 5ｋｇダイエットする方法」 

      日本ダイエット協会 

           会長  戸田 晴実 様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  「初めてのオーストラリア」 
 
 
                                 竹村  潤二  会員  
 
 
 

オーストラリアのケアンズにワイフと二人で行ってきた。 

ケアンズは思っていたより田舎町で、デパートもない・・・。 

地元のウールワースというマーケットが街の中心部にあるく

らい・・・。 

治安も比較的良さそうで、夜遅くに歩いていても特に不安も

何も感じられない・・・・。 

 

ワイフと二人でゴルフや、世界遺産のキュランダやグリー

ン島に行ったり、サンセットクルーズや熱気球に乗ったりし

て、5日間の初オーストラリアを楽しんだ。 

 

最終日に 9550 地区、ケアンズサウスサイド、アールビルロータリークラブに二人でメ

ーキャップに行ってみた。 

 

勿論、海外でのメーキャップは前もって予約するのがルールのようで、東京から日に

ちをみてメールで連絡をしておいた。 2～3 回のメールのやりとりでフィルという人が迎

えに来てくれるようになっていたので、夕方 5時 20分にホテルのフォイヤーで待ち合わ

せをしていた。 

時間通りフィルが迎えに来てくれて、20 分くらいで例会場であるボウルクラブまで連れ

て行ってくれた・・・ 

5時 45分、例会が始まった。 我々の例会のように皆がジャケットも着ていなく、殆ど

の人が短パン、ポロシャツで 20 人程のこじんまりとしたクラブだが、歴史は古く、もう 3

人もガバナーを出しているという事だった。 私たちの例会のようにロータリーソングな

ども歌わず、感謝の言葉のようなものを皆で唱えて例会は始まった・・・。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 ドル(二人で 40 ドル)を払い、飲み物はフィルが私たちにご馳走してくれた。 

サンドイッチとイカフライのようなものが出されて、20 人ほどで大きめのテーブルをズラ

ッと囲むように座り、我々のニコニコボックスのようなかんじで、木製の箱が回ってき

て、皆が立ち上がって一言コメントを言いながら手持ちのコインを箱の中に入れてい

た・・・。 

「日本に帰って、コインは換金出来ないし、持っているコインを全部入れるよ」、と言うコ

メントを言ってコインを箱に入れた。 

フィルが私たちを紹介してくれて、乾杯をし、とても和やかな雰囲気のなか、バナー

の交換をさせてもらい、皆から拍手をもらった・・・・。 

それから Two Up というオーストラリア独特のゲームをして、会員の一人が持ってき

たワインを競いあった。 そのゲームは、コインを投げてその目が出たところに、自分の

手をあてているところにある人が勝つらしく、それぞれの人が手を頭、尻、腰に当てて

楽しむ、というようなゲームだった。 始まる前に皆がそれぞれ手を頭や尻に手をあて

ている、なかなか面白いゲームだった。 

ゲームを楽しんだ後、交換留学生のインドでの体験がスライドで紹介され、本人の体験

談を聞いて 7時に例会は終わった。 

 

 その後、フィルが私たちをホテルまで送ってくれて無事、海外でのメーキャップは終わ

ったが、とても楽しい、こじんまりとしたラフな例会で、これがロータリーの本来のあるべ

き姿なんだな・・・と思う大変有意義なメーキャップだった。 

 

ちなみに、フィルさん、フィル・デンプスターという人でしたが、ロータリアン歴 40 年だ

そうです。 

 

オーストラリア、ケアンズ、サウスサイドロータリークラブ、アールスビルに感謝、  

感謝。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 2013-2014年度 第 9回理事会議事録 
                                     幹事 瀧本 司 

 

 

日  時  2014年 3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。川合孝。大川丈男。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）フェイスブック（継続審議）の件 

        担当委員不在のため、審議延期。 

 

 

     ２）会員の退会と名誉会員制度の件 

        会長から、日野会員の退会申請に関する事後の経緯の説明があり、本

人の退会の意向は、その後の手紙でも大変に強いものがあるとの見解が

述べられた。その上で議場に諮ったところ、大変残念であるが日野会員の

退会については、本日の理事会で承認することが決定された。 

この件に関連して、①日野会員の下半期会費の取り扱いに関して、②名

誉会員制度の検討、以上 2点が審議され、①は会長・幹事一任、②は検

討しないことが承認された。 

 

 

     ３）観桜会の件 

        親睦委員長から準備の状況が説明された。飲食の見積もりは昨年と同

規模人数で約 46万円（昨年 50万円）、これに余興の演奏者 2名に対する

謝礼を合わせ、会費は昨年と同水準で会の準備をしたい旨が説明され

た。これを受けて議長が議場に諮ったところ承認された。 

 

 

     ４）創立 28周年記念例会の件 

        会長から今期の創立記念例会に関しては、今期お世話になった外部団

体の責任者の方を招待する話が出ているが、中心となる企画が固まって

いないことが説明された。これを受けて中心となる企画に関して、意見が

交換された。 

  山田町への今期の復興支援も含め、震災復興支援委員会、親睦委員

会及びプログラム委員会を中心に継続して、検討して欲しい旨の要請が

会長から出された。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ５）地区からの委員推薦要請（米山記念奨学委員会）の件 

        会長から要請の経緯と佐藤孝会員（本人の承諾済み）を推薦したい旨

が説明された。議長が議場に諮ったところ承認された。これに関連して、地

区委員会などの出席補助費に関して審議の結果、①今期の地区委員に

関しては、下期は会議費用全額を補助する。（従前の決定どおり） ②次

期の準備に関わる会長・幹事・委員などの会議出席は、飲食と合算の徴

収が主流であることを考慮に入れ、一律 3,000円の補助とする。以上の 2

点が決定された。 

      

     ６）名簿追捕の件 

        幹事から今期の会員名簿追捕に関して、当初の改訂版印刷から、新会

員のみシールを印刷することに変更したい旨が説明された。今期において

新会員が多く入会したが、現状の名簿に未掲載のメンバーは 2名にとどま

ることと、およそ 2万円でシールの印刷が可能であるとのことであった。こ

れを受けて議長が議場に諮ったところ承認された。 

 

     ７）その他 

・ SAAから幡野会員の体調が回復途上にあり、例会出席のため奥様の

同伴を当面認める方針であることを、会員本人に提案してはどうかと

の意見が出された。これを受けて議長が議場に諮ったところ、承認され

た。 

・ 会長から、6月 5日の新旧合同理事会を、6月 12日午前 11時に変更

したい旨の意見が出され、議場に諮ったところ承認された。 

・ 会長から、地区より「価値ある業績賞」への応募が奨励されていること

から、「トゥゲザーズ」ないしは「土と遊ぶ」をもって応募したい旨の意見

が出され、奉仕プログラム委員に応募の条件に関しての調査が依頼さ

れた。 

・ 会長エレクトから、次期米山記念奨学生受入に関して、1名の受入可能

を回答している旨の報告がなされた。 

・ 会員増強維持委員長から、今年6月にALSOKの役員が、当クラブに入

会する見込みが高くなっていることが報告された。 

●第１２８３回例会予定 [2014年 3月 18日(火)]  

 

 山の手西グループ ＩＭ（インターシティ・ミーティング） 

         セルリアンタワー東急ホテルＢ2 「ボールルーム」 

            登録 10：00  点鐘 10：30 



 
 
 
 
 
 

●山の手伝言板 

                                  3月 13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」 

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

                                  3月 20日（木）               例会は IMに振替の為お休み 

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

                                  3月 27日（木）               次年度理事・役員懇談会 

                   18：00～ 「センチュリーコート東京」 

                                  3月 31日（月）               旨い蕎麦を喰らう会  18：30～ 「薮伊豆総本店」 

                                  4月  3日（木）               観桜会 「ホテル椿山荘東京」 

                                  4月 11日（金）～12日（土）               親睦旅行 「伊勢志摩、賢島方面」 

★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  髙村昌秀 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１２８４回例会予定 [2014年 3月 27日(木)]  

 

祝賀者  誕生日    井上明義さん（29日） 竹村潤二さん（29日） 

            新居英一さん（31日） 

                                                                                        ﾊﾟｰﾄﾅｰ誕生日   弘田明成さん（29日） 

       結婚記念日   倉知英行さん（27日） 山崎良雅さん（4/2日） 

 

卓話                  「宇 宙 を語 る」 

         宇宙輸送ミッション本部 イプシロンロケットプロジェクトチーム 

                        宇井 恭一 様 （川合さん紹介） 

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

