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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１２８７回例会プログラム 

2014年 4月 17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 ： 生駒昌太郎さん 

ビジター・ゲスト紹介・・      親睦委員会 

祝賀者・・・・・・・・・・・・・          ﾊﾟｰﾄﾅｰ誕生日  山崎良雅さん（19日） 春日正好さん（19日） 

                                     倉知英行さん    (23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・・・・・・・・・・・・・・・         「アルコール依存症は回復の希望のある病気」 

                    特定非営利活動法人 SUN 

                         サービス管理責任者  土屋 加代子 様 

次週予告・・・・・・・・・・・          プログラム委員会 



第 1286回例会報告 

2014年 4月 10日（木） 

会員数  65名 （対象） 65名 

当日出席数   41名（63.08%） 

前回修正出席率         （75.38%） 

 

・ビジター 

菅野谷信宏さん（東京蒲田 RC） 

 

・ゲスト 

日下部豊さん（元会員、上田さんｹﾞｽﾄ） 

 

 

●委員会報告 

広報/会報 HP委員会 （神通副委員長） 

  ロータリーの友 4月号に、今年度当クラ

ブの事業「土と遊ぶ」の記事が掲載されて

おります。 ぜひご覧ください。 

 

 

次年度幹事報告      （倉知副幹事） 

①本日、2014～15年度川手会長年度の

年間行事予定表を配布いたしました。

来年度例会、二木会 親睦ゴルフは、

全て確定させておりますので、多数の

皆様の行事参加、宜しくお願いいたし

ます。 

②各委員長宛に、クラブ指針の原稿用紙

をお渡しております。 今月中に事務局

宛ご提出ください。 

  又、各委員長は今月中に委員をお決め

いただき、事務局宛ご報告下さい。 

 

 

 

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      ２６９，０００円 

 4/10 例会                   ３９，０００円 

累 計                 ３０８，０００円 

 

 ＜2013-2014年度 

    DAYS被災児童支援 募金報告＞ 

 

前回までの合計        １８１，０００円 

 4/10 例会                    ３９，０００円 

累 計                         ２２０，０００円 

 

 

●ニコニコＢＯＸ 

本日の合計                                     ９３，０００円 

    累計         ２，５９５，９６０円 

 

横川 浩さん(東京 RC)  私はロータリ

ーに入会してからまだ日数は浅いです

が、同級生の吉岡さん、倉知さんとの

ご縁で山の手 RCをお訪ねする機会が

得られました。 今後ともどうぞよろし

く。 

江中武久さん  本日ソングリーダーを

させていただくとの事、感謝。      

横川さん卓話楽しみにしております！ 

伊達 幹さん  宮古島の東急リゾート

でのんびりして来ました。 すばらしく美

しい砂浜でした。 ニコニコ。      

岩瀬さん、大変お世話になりました。 

神通康夫さん  さわやかな天候で気

分が良いですね。 今日もたくさんのニ

コニコちょうだいしまして、ありがとうご

ざいました。 

 



春日正好さん  桜が各地でいっせい

に咲いて花見を楽しみました。  

しかし私の郷里信州ではまだ固いつ

ぼみが目立ちました。 北原さんに

は約束を守れず迷惑をかけました。

寛容な対応に感謝します。 

川合 孝さん  横川さん、卓話を楽し

みにしています。 

松原俊夫さん  誕生日のお祝い有難

うございます。 お陰様で「喜寿」を迎え

る事が出来ました。 

西澤忠義さん  観桜会、急な出張の

為、欠席してすみません。 本日も急用

で早退します。 すみません。 

大川丈男さん  皆様のあたたかな熱

意とご協力のお蔭でございます。   

震災復興により再建できました山田町

立船越小学校、同時に鼓笛隊も再編し

たいという希望・・・・かないます。   

来週、鼓笛隊へ楽器贈呈にいってまい

ります。 皆様本当にありがとうござい

ます。 

沖正一郎さん  結婚記念のお祝い頂

き有難うございました。 確か 59回目

かと思います（昭和 30年）。 何とか二

人で無事に過しています。 

小野佐千夫さん  誕生日を祝って頂

き、有難うございます。 

佐々木光勝さん  観桜会楽しかった

ですね～。 ありがとうございました。 

佐藤 孝さん  増田先生、モロッコ旅

行楽しんで来られましたね。 土産話し

を聞いてうらやましく思うとともに行って

みたくなりました。 

里内俊夫さん  三陸鉄道が全線開通

しました。 わがクラブで一番よろこん

でおられるのは、三年の永きにわたり

自費で何度も何度も支援に行かれた清

水委員長をはじめ、同行して支援に行

かれた方々、そして今年度の大川さん

でしょう。 お疲れさまです。 心から敬

意を表します。 

清水庸男さん  明日からの親睦旅行

楽しみです。 竹村さんよろしくお願い

します。 

瀧本 司さん  横川様、本日の卓話

を楽しみにしております。 

渡邊惠一郎さん  ヤット、プロ野球開

幕。 セ・リーグ監督の横浜は中畑君、

広島の野村君と、駒大経営学部出身で

いずれも教え子。 両チームの対戦が

楽しみです。 

山田 清さん  4月 8日の乾通りの通

りぬけに行きましたが、2～3時間待ち

という事であきらめ帰りました。 初日

は持ち物検査を厳重にしていたようで、

たいへんなこみ合いでした。 

横山雅也さん  良い季節になってきま

した。 ニコニコ！ 

吉岡桂輔さん  横川浩さん、本日の

卓話よろしくお願いいたします。 

 

 

●卓話 
「2020年 東京オリンピック ・ 

          パラリンピックに向けて」 

   日本陸上競技連盟 

           会長  横川 浩 様 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 

●山の手伝言板 

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

14：00～ 「赤坂エクセルホテル東急」会議室 

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

                                  4月 17日（木）～18日（金）               震災復興支援 山田町立船越小学校 

                         鼓笛隊再編 楽器贈呈式 

                                  4月 21日（月）               次年度プログラム委員会炉辺  18：30～ 「ストックホルム」 

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

                                  5月  1日（木）               例会休み（規定 4） 

                                  5月  8日（木）               卓話 「TOGETHERS」 浅野健太郎実行委員長 

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

                 8：00～ 「東急セブンハンドレッドクラブ 西コース」 

                                  5月 17日（土）               TOGETHERS開催  12：00～ めぐろﾊﾟｰｼﾓﾝﾎｰﾙ(小ﾎｰﾙ) 

                                  6月 10日（火）               第 116回親睦ゴルフ会  相模カンツリー倶楽部 

★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  神通康夫 副委員長 

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１２８８回例会予定 [2014年 4月 24日(木)]  

祝賀者  誕生日    宮﨑公子さん （26日） 

                                                                                        ﾊﾟｰﾄﾅｰ誕生日   神通康夫さん （28日）  鍜治真起さん      （5/7日） 

       結婚記念日   亀井  準さん （24日）     新居英一さん   （28日） 

                           春日正好さん （29日）    浅野健太郎さん（5/4日） 

                          北原慎庸さん（5/5日） 

卓話                  「在 宅医療 について」  弘田 明成 会員 

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

