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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１２８４回例会プログラム 

2014年 3月 27日(木) 

 

点鐘・・・・・・・・・・・・・・・         吉岡会長 

ロータリーソング・・・・・         「日も風も星も」 

                                 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    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） 

祝賀者・・・・・・・・・・・・・           結婚記念日      倉知英行さん（27日） 山崎良雅さん（4/2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・・・・・・・・・・・・・・・         「宇 宙 を語 る」 

                   宇宙輸送ﾐｯｼｮﾝ本部 ｲﾌﾟｼﾛﾝﾛｹｯﾄﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑ 

                                     宇井 恭一 様 

次週予告・・・・・・・・・・・          プログラム委員会 



第 1282回例会報告 

2014年 3月 13日（木） 

会員数  65名 （対象） 65名 

当日出席数   42名（64.62%） 

前回修正出席率         （83.08%） 

 

・ビジター 

磯部泰一郎さん（大崎 RC） 

 

・ゲスト 

三田村照子さん（灰田さんゲスト） 

 

第 1283回例会報告 

2014年 3月 18日（火） 

山の手西ｸﾞﾙｰﾌﾟＩＭ（ｲﾝﾀｰｼﾃｨ･ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ） 

会員数  65名 （対象） 65名 

当日出席数   21名（32.31%） 

前回修正出席率         （84.62%） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●委員会報告 

親睦委員会 旅行     （西澤委員長） 

  今年の親睦旅行は、4月11日（金）～12

日（土）伊勢志摩・賢島へ行きます。 皆様

のご参加、お待ちしています。 13日（日）

にはオプションでゴルフ会を行います。 

 

地域社会/環境委員会   （浅野委員長） 

  本日TOGETHERSの実行委員会があり

ます。 

TOGETHERSの応援団チームを結成し

ました。 リーダーは川合さんです。 ほと

んど全ての会員の皆様に参加していただ

きたいと思っていますので、よろしくお願い

いたします。 詳細は追ってご連絡いたし

ます。 

 

広報/会報HP委員会 （吉岡俊樹委員長） 

＜ホームページの現状と課題＞ 

  当クラブのwebサイト（ホームページ）に

関する、現状と課題を報告いたします。 

特長は、よく整理されている、全てを網

羅している、とても丁寧に構成されている

の 3点です。 これまで担当なさってきた

先輩方のお蔭で、分かり易いホームペー

ジになっています。 

 

 



一方、課題も 3点あります。 

・ 維持・更新には多くの作業を要し、HP

委員が常に関わる必要がある 

・ 専門業者に依頼して更新するため、時

間が掛かる 

・ 委員長に執筆依頼をしたり、写真デー

タを引き渡したりするのに手間が掛か

る 

以上を改善するために、広報作業を効率

化し、掲載までの期間を短縮することを提

案いたしました。 

  第 1282回（3/13）例会にて会員の皆さ

まのご了解を得られましたので、4月上旬

の例会にて、具体的な改善案を提示いた

します。 

 

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      ３３５，０００円 

  3/13 例会                         １００，０００円 

山の手東西ゴルフ予選会チャリティ 

                    １０７，０００円 

累 計                 ５４２，０００円 

 

 

  「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」、この度の例会受付ではおひと

りおひとりに向けて、さらに積極的、熱意

を傾けて募金をさせていただきました。     

さらに、前震災復興委員長の清水さんの

呼びかけで、山の手東西ゴルフ予選会に

集まる多くのロータリアンの方々から嬉し

いチャリティ募金をしていただきました。  

今回までに集まりました募金は記載通り

でございます。 

また、正式に「ロータリー東日本震災復

興基金」の補助金（50万円）申請は受理さ

れましたことをご報告申し上げます。 

目標の 62万円までもう一歩のところまで

きました。 3月 27日の例会をもって無事

仕上げてまいりたいと祈念しております。

おひとり当たり一万円のご寄附、ぶしつけ

ではございますが、まだの方がおりました

らぜひご奉仕よろしくお願い申し上げます。

（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

ましての暖かな御奉仕、こころより格別の

感謝を申し上げます。 

 

 

 



●ニコニコＢＯＸ 

本日の合計                                     ８６，１００円 

    累計         ２，３３６，９６０円 

 

伊達 幹さん  山田町から届いたカ

キで、復興の兆しを少し味わせて頂き

ました。 

江中武久さん  今日も一日すばらしい

日であります様、私にとって！ 

福神邦雄さん  上田先生、よくお出で

下さいました。 お久しぶりです。 

福囿正志さん  今日は、雨みたいで

すね。 皆様、足元には十分気を付け

て！！ スベりやすいですので・・・。 

日髙 修さん  最近はタイ、マレー

シアと行き、大いに汗をかいてすっ

きりしてきました。 

飯塚 孝さん  上田先生のご出席大

変うれしいです。 

神通康夫さん  結婚記念日のお祝い

ただきありがとうございました。 29年

目に入りました。 

鍜治真起さん  ロサンゼルスのイベン

トにRCバッジをつけていったら、ロスの

ガバナー補佐の方に声をかけられまし

た。 新しい輪がひろがりそうです。 

春日正好さん  誕生日を祝っていただ

き有難うございます。 今月 24日をもっ

て後期高齢者の仲間入りです。 諸先

輩のみなさまどうぞよろしく！      

ロータリークラブの楽しさが段々わかっ

てきました。 

片岡 鄕さん  オフィスを二子玉川か

ら三軒茶屋に引っ越しいたしました。 

のみ屋がいっぱいです！ 

川合 孝さん  メーキャップの磯部さ

ん紹介の杉本さん、卓話をたのしみに

しています。 

大川丈男さん  大震災復興支援、船

越小学校鼓笛隊楽器贈呈へ向けての

募金、皆様おひとりおひとりからの一万

円、まごごろ・温かさがひしひしと伝って

まいります。 感謝です。 

佐藤 孝さん  日曜日に伊豆河津町

に河津桜を観に行って来ました。  

3km余の桜並木、見事でしたよ！ 

里内俊夫さん  誕生日を皆さまに祝っ

て頂いてありがとうございます。 84 歳、

そのわりには元気な私。 それはいつ

も家を守り、私のそばに居て、なんでも

素早く対応してくれる世話女房のお蔭。

女房から『私が先に死んだらどうしやは

ります。 ひとりでは何も出来ないお人

やから』 「そうやで、頼りにしてまっ

せ！」 

清水康男さん  先週の地区予選ゴル

フ会でお手伝いいただいた役員の皆さ

ん、選手の皆さん、ありがとうございま

した。 

 



鈴木康之さん  今日の雨があがると

いよいよ春です。 桜の花が咲き始め

ました。 皆んなで楽しくロータリーライ

フを楽しみましょう。 

竹村潤二さん  ①結婚の祝いを頂き

ありがとうございました。 

②今朝、自宅マンションの駐車場でつま

ずいてころびました。 皆様もお気をつ

けて下さい。 ヒザイテー！！ 

瀧本 司さん  杉本様、卓話を楽しみ

にしております。 

上田正昭さん  しばらくです！ 

山崎良雅さん  やまだ漁協から届い

た「復興かき」、大きくてとても美味しか

ったです。 山田町の一日も早い復興

を願い、私達山の手ロータリークラブも

協力していきましょう。 

吉岡桂輔さん  杉本尚樹さま、本日の

卓話よろしくお願いいたします。 なお

先日の二次会でのおつりもニコニコに

入れます。 川合さん、竹村さん、新井

さん、ありがとうございます。 

吉岡俊樹さん  先日見たテレビ番組

で、東日本大震災での火災被害につい

て知りました。 山田町が焼失面積で 1

位であることにショックを受けました。 

少しでも役に立ちたいと改めて思いま

す。 

 

 

●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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

●山の手伝言板 

                                  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）               理事会  17：00～ 椿山荘ｵｰｷｯﾄﾞ 3番（ﾌﾟﾗｻﾞ棟 4階） 

                                  4月  9日（水）               山の手手話サークル 

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

                                  4月 17日（木）               TOGETHERS実行委員会 ミーティング 

                                  4月 23日（水）               遊友会  11：30～ 「とうふ屋うかい」 

                                  5月 12日（月）               国際ロータリー第 2750地区 ゴルフ決勝大会 

                                  5月 17日（土）               TOGETHERS開催  めぐろパーシモンホール 

                                  6月 10日（火）               親睦ゴルフ 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１２８５回例会予定 [2014年 4月 3日(木)]  

観 桜 会  ホテル椿山荘東京 

祝賀者  誕生日    大川丈男さん（3日） 

                                                                                        ﾊﾟｰﾄﾅｰ誕生日   北原慎庸さん（5日）   吉岡俊樹さん（6日） 

       結婚記念日   生駒昌太郎さん（6日） 

 

第二部  懇親パーティー 

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

