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●第 1230回例会報告 

ROTARY  

CLUB OF 

TOKYO 

YAMANOTE 

2014/2015 

LIGHT UP ROTARY 

RI会長 ： ゲイリー C.K. ホァン 
 
LET’S THE HOSPITALITY TO 

FORM A CIRCLE 

会長 ： 川手直明 

第１２９７回例会プログラム 

2014年 7月 10日(木) 
 

点鐘・・・・・・・・・・・・・・・         川手会長 

ロータリーソング・・・・・         「四つのテスト」 

                                 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             崎山 收さん （16日） 

会長報告・・・・・・・・・・・        川手会長 

委員会報告・・・・・・・・・        各委員会・同好会  

幹事報告・・・・・・・・・・・        倉知幹事 

ニコニコ発表・・・・・・・・           ＳＡＡ 

卓話・・・・・・・・・・・・・・・         「アジア各国訪問所感 」 

                    ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝｻｯｸｽ証券（株） ｱｼﾞｱ投資調査部 

                              総括  堀江 伸 様 

次週予告・・・・・・・・・・・          プログラム委員会 



第 1296回例会報告 

2014年 7月 3日（木） 

会員数  64名 （対象） 64名 

当日出席数   42名（65.63%） 

前回修正出席率         （81.54%） 

 

・特別ゲスト 

丁 美貞さん（米山記念奨学生） 

 

 

●委員会報告 

親睦委員会 二木会 (佐々木担当委員） 

  川手年度第一回目の二木会のご案内

をさせて頂きます。 

 

 店名 ： ビアンカーネ（イタリアン） 

 日時 ： 7月 17日木曜日 18：00 

 場所 ： 千代田区一番町（郵便局隣） 

   半蔵門駅 5番 

   麹町駅  3番 

 

  アットホームな素敵な店です。 

皆様のご参加をお待ち申し上げます。 

 

創立 30周年記念実行委員会 

                 (飯塚委員長） 

  第一回委員会を、7月 22日（火）午後 

6時 30分より、渋谷東急イン「ハシュハシ

ュ」で開きます。 本日出席のご案内をし

ておりますので、よろしくお願いします。 

地域社会／環境委員会 

          (浅野 2013-14委員長） 

  7月 7日（月）18：00～、高円寺「梵々」

にて TOGETHERSの打ち上げ会を行いま

す。 

 

 

●同好会 

旨い蕎麦を喰らう会 (山崎良雅担当幹事） 

  8月 4日（月）6時より、浅草橋の「あさ

だ」で開催します。 ふるってご参加下さ

い。 

 

 

●ニコニコＢＯＸ 

本日の合計                                    １５９，０００円 

    累計           １５９，０００円 

 

新井秀幸さん  川手会長年度の船出

を祝して！ 

浅野健太郎さん  今年度もよろしくお

願いいたします。 

 先日は、家内の誕生日にステキなお花

をありがとうございました。 

江中武久さん  川手会長、倉知幹事

の船出を祝して。 

福囿正志さん  川手会長、倉知幹事、

宜しく御願い致します。 

 

 

徒歩 3分 



後藤守機さん  いよいよ川手・倉知丸

の出港です。 一年間楽しく安全な旅と

なりますよう祈ります。 皆様ニコニコを

今年もどうぞ宜しくお願いします。 

灰田美知子さん  新年度おめでとうご

ざいます。  

また、先日は、主人にバラの花束をあり

がとうございました。 留守のことが多い

のでやっと先週届きました。 眺めるの

は“自由”ですから、私も一緒に楽しま

せていただいています。 

市川 隆さん  川手さん、倉知さん、

いよいよ新年度スタートですね！！ 

楽しい 1年間になりますように！！ 

飯塚 孝さん  川手・倉知年度の出

発をお祝い申し上げます。 1年間楽し

いクラブ活動であることをお祈り申しま

す。 

生駒昌太郎さん  川手会長、倉知幹

事、今年度も楽しく遊んで下さい。 

 家内の誕生日のバラの花ありがとうご

ざいました。 

磯野道造さん  吉岡年度の皆さん、 

ご苦労さまでした。 次に川手年度の

成功を祈念しています。 

岩瀬 力さん  新年度楽しみです。 

神通康夫さん  川手会長、倉知幹事、

新年度スタートですね。 一年間よろし

くお願いします。 

 

亀井 準さん  川手さん、面白い年度

となりますように。 

春日正好さん  川手・倉知年度の

Startを祝します。 大らかで楽しいロー

タリー年度になることを願っています。 

片岡 鄕さん  自宅を引越いたしまし

た。 500mほどしか移動していません

が！ 

川合 孝さん  川手会長、倉知幹事、

1年間宜しくお願いいたします。 

川手直明さん  1年間宜しくご協力お

願い致します。 

倉知英行さん  2014-2015川手会長

年度に、幹事をさせていただきます。  

川手会長を全力でおささえしてまいりま

すので、皆様ご協力宜しくお願い申し

上げます。 

増田靜一さん  川手、倉知丸の船出

を祝うと共に北朝鮮拉致被害者、全員

無事の帰国を祈ります。 

松原俊夫さん  新理事・役員並びに

委員長の皆様ごくろうさまです。 

森本正昭さん  川手、倉知丸の出帆、

ボン・ボアージュ！ 

中田成徳さん  川手会長、倉知幹事、

1年間どうぞよろしくお願いいたします。 

西澤忠義さん  川手会長、倉知幹事、

一年間よろしくお願いします。 

沖正一郎さん  川手さん、倉知さん、

今年度どうぞよろしく。 



小野佐千夫さん  川手年度の前途を

祝して。 

佐々木光勝さん  川手年度のスタート

お目出とうございます。 今年一年多い

に楽しみましょう。 7月 17日の二木会、

皆さまのご参加お待ち致します。 

佐藤 孝さん  川手年度スタート！ 

盛り上げて行きましょう！！ 

里内俊夫さん  川手年度、出発進行、

順風満帆！ 会員の皆さまのご健康と、

クラブのさらなる発展を祈念して。 

清水庸男さん  川手会長、倉知幹事、

1年間よろしくお願いします。 

鈴木康之さん  新年度第 1回例会で

すね。 今年度もよろしく。 

髙木保男さん  川手会長、肩の力を

抜いて頑張って下さい。 

高橋悦男さん  結婚と誕生日とダブル

でお祝いしていただき有難うございま

す。 

竹村潤二さん  川手年度を祝し

て・・・。 

瀧本 司さん  川手・倉知年度のスタ

ートを祝して！ 

植田玄彦さん  新期を祝して！ 1年

間の無事、幸運を祈って！ 

上田正昭さん  川手丸の出航を祝し

て。 ニコニコ。 

 

 

渡邊惠一郎さん  昨夜の親睦委員会

の前祝い（？）は楽しかったです。   

川手丸の順調なスタートを祝して。 

山田 清さん  川手、倉知丸の出航

をお祝いいたします。 

山崎武彦さん  家内の誕生祝、ありが

とうございます！ 

山崎良雅さん  川手会長、倉知幹事、

1年間お世話になります。 

吉岡桂輔さん  川手会長、倉知幹事

の 1年間の船出を祝して。 

吉岡俊樹さん  川手会長、倉知幹事、

今年一年よろしくお願いいたします。 

微力ながら、私も頑張ります。 

 

 

●卓話 

「今年度の目標について」 

      第 29代 会長 川手直明 様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 2014-2015年度 第 1回クラブ協議会 
 

日  時  2014年 7月 3日（木） 13:45～15:00 

場  所  ザ・キャピトルホテル東急 2F 「藤の間」 

出席者  後藤守機。市川隆。山崎良雅。新井秀幸。竹村潤二。江中武久。 

増田靜一。佐藤孝。山田清。福神邦雄。神通康夫。灰田美知子。 

瀧本司。吉岡俊樹。西澤忠義。生駒昌太郎。飯塚孝。川手直明。 

倉知英行。 

 

  議  題  本年度の活動計画について、各委員長より発表が行われました。 

 

● 2014-2015年度 第 1回理事会議事録 
                                   幹事 倉知英行 
 

日  時  2014年 7月 3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  飯塚孝。後藤守機。春日正好。新井秀幸。佐々木光勝。 

竹村潤二。吉岡俊樹。山崎良雅。神通康夫。吉岡桂輔。 

市川隆。川手直明。倉知英行。 

 

  議案内容 

     １）本年度の日程及び親睦・奉仕活動の件 

        会長から、今年度はプレ30周年にふさわしく来期の山の手を盛り上げる

為、親睦をより深め、友情をさらに厚くすることに重点を置いてクラブ運営

していきたい旨表明があった。ついては二木会、ゴルフ会、親睦旅行、観

桜会の親睦行事、同好会の俳句の会、手話の会への参加率を上げるた

め、全ての日程をすでに決定しておりますので、会員各位番所繰り合わせ

の上、積極的に参加をお願いしたいとの要請があった。 

        続いて幹事より、今年度の親睦行事・奉仕活動の日程内容の説明があ

った。小粥ガバナーの急逝により坂本ガバナーが就任されたが、ご高齢の

ため異例ではあるが今年度は各クラブへのガバナー訪問は行わず 2750

地区各グループ毎に合同で実施することになり、山の手西グループは 10

月 29日キャピトルホテルで夜間に予定されている IMにおいて実施するこ

とになったこと、例年ガバナー訪問時に実施していたクラブ協議会は今年

度は実施しないとの報告があった。討議の結果今年度行事予定は異議な

く了承された。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ２）予算収支見通し並びに会員数推移について 

        会長から、今年度も財政の健全化策を吉岡年度に引き続き実施する

が、前年度において自粛した会員誕生日・結婚記念日のお祝い品贈呈は

再開することが報告され、全会一致で承認された。 

        また昨年期初 60名であった会員数は、新入会員 8名、退会会員 4名

があり期末 64名であった。さらに退会希望者を申し出ている 2名について

は、今週一杯推薦者が翻意の説得を行い不調の場合は来週 9日までに

持ち回り理事会を開催し、6月30日付けの退会の可否を決めることで出席

理事全員の了解を得た。 

 

     ３）組織構成確認の件 

        会長から、今年度は SAA・親睦各委員会・創立 30周年実行委員会に厚

く会員を配置した。今年度は行事を上期・下期にバランスよく振り分け活動

時期が重複しないよう配慮しているので、協力して欲しい旨要請があり全

会一致で承認された。 

 

     ４）2014～2015年度地区副幹事に星野会員就任の件 

        会長から、第 2750地区坂本ガバナーより星野勇介会員の 2014～2015

年度地区副幹事就任への要請があり、本人も了解したことから同意したい

旨発言があり、全会一致で承認された。 

 

     ５）2015～2016年度地区地域社会奉仕副委員長に神通会員就任の件 

        会長から、第 2750地区水野ガバナーエレクトより神通康夫会員の 2015

～2016年度地域社会奉仕委員会副委員長への就任の要請があり、本人

も了解したことから同意したい旨発言があり、全会一致で承認された。 

 

     ６）吉岡年度 CLP委員会からの継続審議案件の取扱いについて 

        会長から、6月12日付合同理事会で議案となったが、検討の結果、今年

度 CLP委員会の継続審議となっている 3議案、①委員会名称変更、②委

員会の役割の追加、③会長ノミニー指名特別委員会委員の選考基準変更

の取扱いについて、8月 7日に予定されている臨時総会に間に合うよう、7

月 28日にCLP委員会を開催し再検討のうえ理事会に諮問を行い、7月 31

日に 8月の理事会を繰り上げ開催し可否を決定したい旨提案があり承認

された。 

 

     ７）ドキュメント整理委員会設置の件 

        春日理事より、川手年度の重点政策として当クラブ創立以来発生してい

る多種多様の資料の電子ファイル化が広報委員会に指示されましたが、

まずファイル化のための方向性を検討するドキュメント整理委員会（仮称）

を増田委員長のもと立ち上げたい旨提案があり全会一致で承認された。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ８）静岡日本平RC、岩手山田 RC等からの友好クラブ申出の取扱いについて 

        会長から、当クラブは現在バンラック RC と友好クラブ契約を結んでいる

が、近時トゥゲザーズで交流を行っている静岡日本平 RC、及び震災復興

支援で交流のある山田 RCから関係を一歩進めてはとの打診があった。 

      当クラブは国内では友好クラブ契約の前例がないのでどのような形で交流

を深めるべきか、他のクラブの例も含めて調査し、年度内に結論を得る様

なスケジュールで進めたい旨方針が説明されたが、複数の理事より、1年

度主義をとるロータリークラブに後の年度に影響を及ぼす可能性がある友

好クラブ等の契約を結ぶことは馴染まないのではとの意見があった。また

他の理事からは、仮に理事会が友好クラブ等の契約に前向きな方針を出

したとしても、総会を開き友好契約の趣旨内容・目的・期間等、詳細を会員

に十分説明し内容の理解を得た上、少なくとも半数以上会員の賛成を得

るべきであるとの慎重な意見が出た。討議の結果、とりあえず他のクラブ

の対応を詳細に調査の上理事会に報告することとした。 

 

     ９）慶弔見舞等規定の一部改訂について 

        会長より、昨年財政再建のため会員誕生日記念品の贈呈を事実上廃

止したことに伴い、当クラブの慶弔見舞等規定 4号に古希と喜寿を迎えら

れた会員への 5,000円の記念品を贈呈する旨追加改訂したが、今年度は

全会員への誕生日記念品贈呈を復活したので廃止したい旨提案があっ

た。討議の結果、古稀と喜寿はおめでたいことであり継続すべきとの提案

をうけ、幹事からこの程度の負担は一般会計予備費で賄えるとの説明が

あり、全会一致で継続案が承認された。加えて現在金婚式、傘寿、米寿を

迎える場合は 30,000円を贈呈することになっている対象に、卒寿（満 90

歳）を追加すること、創立記念例会時となっている贈呈時期を誕生日直前

の例会時に変更すべきとの動議があり、検討の結果全会一致で可決され

た。 

 

 

                                                 以上 



 
 
 
 
 
 

●山の手伝言板 

                                  7月 15日（火）                青少年交換来日生 モレナ・カルデロンさん帰国 

                                  7月 16日（水）                山の手手話サークル 

                                  7月 17日（木）                二木会  18：00～ 「ビアンカーネ」 

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

                                  7月 22日（火）                30周年実行委員会炉辺  18：30～ 「ハシュハシュ」 

                                  7月 24日（木）                例会休み （規定 1） 

                                  7月 28日（月）                CSP委員会開催  18：30～ 「ハシュハシュ」 

                                  7月 31日（木）                理事会  11：00～ 例会場内 

                                  8月  4日（月）                旨い蕎麦を喰らう会  18：00～ 「あさだ」 

★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    佐藤 孝 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 

倉知英行 

佐藤 孝 

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） 

川手直明 

●第１２９８回例会予定 [2014年 7月 17日(木)]  

祝賀者  誕生日    山田  清さん（24日） 浅木幸三さん（30日） 

                                                                                        ﾊﾟｰﾄﾅｰ誕生日   高橋悦男さん（19日） 川合  孝さん（23日） 

卓話                  「色のふしぎ」 

            （株）イリス 代表取締役 竹内 洋子様 （山田さん紹介） 

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

