
 

週報 N0. １３００               ２０１４年 ８月 ７日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●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１３００回例会プログラム 

2014年 8月 7日(木) 
 

点鐘・・・・・・・・・・・・・・・         川手会長 

今週の歌・・・・・・・・・・・        「君が代」 

ロータリーソング・・・・・         「奉仕の理想」 

                                 ソングリーダー ： 竹村潤二さん 

ビジター・ゲスト紹介・・      親睦委員会 

祝賀者・・・・・・・・・・・・・          誕生日             岩瀬  力さん（11日） 星野勇介さん（12日） 

          ﾊﾟｰﾄﾅｰ誕生日         植田玄彦さん （12日） 鈴木康之さん（15日） 

                                   福元恒徳さん（17日） 

祝賀者・・・・・・・・・・・・・           結婚記念日                       福元恒徳さん（17日） 岩瀬  力さん（20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・・・・・・・・・・・        大川 SAA幹事代行 

ニコニコ発表・・・・・・・・           ＳＡＡ 

次週予告・・・・・・・・・・・          プログラム委員会 

閉会点鐘・・・・・・・・・・・          川手会長 

臨時総会・・・・・・・・・・・          「会長ノミニー指名特別委員会 委員選挙」 

 

 



第 1299回例会報告 

2014年 7月 31日（木） 

会員数  63名 （対象） 63名 

当日出席数   37名（58.73%） 

前回修正出席率         （87.50%） 

 

・ビジター 

高橋茂樹さん（東京世田谷 RC） 

田中則行さん（東京世田谷南 RC） 

増井  信さん（     〃     ） 

 

・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 ゴルフ   (後藤担当委員） 

  川手年度ゴルフ会のご案内 

 第 1回  9/9（火） 

 第 2回  12/12(金) 

 第 3回  3/3（火） 

 第 4回  6/9（火） 

 

会員増強維持委員会   (竹村委員長） 

  8月 21日は会員増強夜間例会です。

会員全員が会員増強委員会に属しており

ますので、会員増強委員長と同じ立場で

是非会員を増やしていきましょう・・・。 

ワクは 20名位用意しておりますので、

どなたか会員にふさわしいと思われる方

を、ゲストとして連れてきていただきたいと

思います。 よろしくお願いします。 

●ニコニコＢＯＸ 

本日の合計                                     ６６，０００円 

    累計           ３５５，０００円 

 

世田谷南ロータリークラブ 

会長 田中則行さん・幹事 増井信さん 

今年度、会長・幹事を務めます田中と

増井です。 一年間どうぞ宜しくお願い

申し上げます。 

ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 高橋茂樹さん（世田谷 RC） 

 本年度、山の手西グループガバナー補

佐を拝命しました高橋です。 1年間よ

ろしくお願いします。 

福神邦雄さん  娘が孫を連れて毎日

の様に我家に来ています。 「孫は来て

良し帰って良し」を実感しています。 

後藤守機さん  暑中お見舞申し上げ

ます。 今日は、パラリンピック大回転

はじめ、5種目のスキー選手小池岳太

さんの卓話を楽しみにして下さい。 

星野勇介さん  世田谷南 田中会長・

増井幹事、ようこそお越し下さいました。

楽しんで行って下さい。 高橋ガバナー

補佐、今年度 1年よろしくお願い致しま

す。 

市川 隆さん  先週コンペにてベスト

スコアを更新できました！！ アウト 31

イン 38のトータル 69スリーアンダー出

ました！！ ニコニコ。 

神通康夫さん  暑い日が続きますね。

熱中症には充分注意して下さい。 

 



春日正好さん  夏まっさかりです。 

みなさんゆめゆめ熱中症にかかりませ

んようにご注意を。 私は来週から信州

で夏休みです。 

川手直明さん  高橋ガバナー補佐、

世田谷南 田中会長・増井幹事、ようこ

そいらっしゃいました。 有難うございま

す。 

中田成徳さん  暑い日がつづいてお

りますが、皆さんお元気ですか。 私は

なぜか夏太りしましたので、今日からダ

イエットです。 

佐々木光勝さん  お暑うございます。

前回の二木会多数ご参加頂き、楽しい

一時をありがとうございました。 感謝

感謝。 

佐藤 孝さん  暑中御見舞申し上げ

ます。 誕生日祝いありがとうございま

す。 58才になりますが、充実した一年

になるよう努めますので、よろしくご指

導下さい。 

里内俊夫さん  コツコツと努力を積め

ば、女神は必ず微笑む。ナント 14場所

も、くじけず関脇の地位を守り、今場所

名古屋では 2横綱を倒し、千秋楽では

琴奨菊との大一番にも勝ち進み、よう

やくにしてきのう満場一致で大関に昇

進した彼のたゆまぬ努力に敬意を表し

たい。 

 

 

 

鈴木康之さん  孫娘をつれてイギリス

へ 12日間行ってきました。 疲れがひ

どく体調不良ですが、ロータリーの皆さ

んのお顔をみれば元気になれると思っ

て頑張って出席します。 

瀧本 司さん  小池様、卓話を楽しみ

にしております。 

山崎良雅さん  先日、ベトナム鉄道に

乗りに行って来ました。 これで、鉄道

に乗った国は 35 ヶ国になりました。 

吉岡桂輔さん  暑さも、いよいよ本番

になります。 皆様のご健勝をお祈りし

ます。 できるだけ軽井沢で過ごすよう

にしています。 

 

 

●卓話 

「パラリンピックから学んでいること」 

     セントラルスポーツ（株） 

          人事部 小池 岳
がく

太
た

 様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 2014-2015年度 第 2回理事会議事録 
                                   幹事 倉知英行 
 

日  時  2014年 7月 31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。佐々木光勝。竹村潤二。 

山崎良雅。神通康夫。吉岡桂輔。市川隆。大川丈男。 

川手直明。倉知英行。 

 

  議案内容 

     １）前年度 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、7月 28日開催のCLP委員会において、前年度から継続審議

となっていた会長ノミニー指名特別委員会委員の選考基準変更について

議論の内容が報告され、理事会に会長ノミニー指名特別委員会規則第 6

条 1項（委員の任期）の改訂案（1項「5年間連続して就任している委員以

外の」を「通算 4回（会長、幹事、会長エレクトを含め）就任している委員以

外の」）の諮問があり、審議を行った結果全会一致で承認された。 

  本件は同規則第 7条により総会の決議が必要であり、8月 7日の総会

に付議することとした。 

 

     ２）会員増強拡大夜間例会の件 

        会長より夜間例会の概略について説明の後、昨年同様 20名の会員見

込み招待者枠を用意しているので、会員のお友達等入会に繋がる可能性

がある方を招待して欲しい旨要請があった。 

 

     ３）北原慎庸会員退会申出の取扱について 

        会長より北原会員から 6月 25日付けで退会届けが提出され面談を行っ

たが、退会の意志固く翻意は難しい旨説明があり、全会一致で退会を了

承した。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ４）都立深沢高等学校インターンシップ（職業奉仕体験学習）協力について 

        会長より当クラブも毎年協力している都立深沢高等学校へのインターン

シップが今年度も 11月 19日（水）から 21日（金）の 3日間実施される旨説

明があった。ご協力して頂いている会社には大変ご負担をかけますが、当

クラブは今年も是非昨年度を上回る協力をお願いしたい旨表明があり、承

認された。 

 

     ５）新クラブの件 

        会長よりキャピトルホテル東急を例会場とする新クラブ設立計画概要に

ついて説明があった。 

①新クラブ会員は現在 16名集まっており、7月中に 20名達成の見込みで

あり 8月 27日（水）には立ち上る予定。 

②前ガバナーから打診があった当クラブがキャピトルホテル東急へ預けて

いる物品の一部共用に関しては、先月の当クラブからの回答を受け全

て新クラブで独自で調達させた。 

 ③新クラブの概要は以下の通りです。 

 親クラブは日本橋ロータリークラブ、所属グループは銀座・日本橋、例

会場はザ・キャピトルホテル東急、例会日は水曜日午後 12時半から、

事務局は千代田区永田町に置き、名称は東京霞ヶ関ロータリークラブと

のこと。 

      ④新クラブにはロータリー経験者がいないため、親クラブ日本橋ロータリー

クラブと、今年度会員委員長を輩出している恵比寿ロータリークラブが

責任を持って指導していく。 

 

     ６）その他 

        理事より姉妹クラブ・友好クラブについて、川手会長年度で何らかの取り

組み基準（契約内容、目的、稟議方法、承認レベル、契約書等）を作成し、

会員への説明すべきとの発言があり協議した結果、改めて幹事が 2750地

区のクラブにヒアリングを行い、基準の案を作成して次回理事会に報告す

ることとした。 



 
 
 
 
 
 

●山の手伝言板 

                                  8月  7日（木）                ロータリー情報委員会開催 13：45～ 「オリガミ」 

                                  8月 14日（木）                例会休み （お盆） 

                                  8月 11日～14日                事務局夏期休暇 

                                  8月 19日（火）                2013-2014年度 新入会員同期懇親会 

                                  8月 20日（水）                山の手手話サークル 

                                  8月 28日（木）                ガバナー補佐訪問例会 

                      卓話 「歴史からみるロータリー」 

                    山の手西グループ ガバナー補佐 高橋 茂樹様 

                                  9月  4日（木）              理事会  11：00～ 例会場内 

                       卓話  （公財）水交社 専務理事 赤星慶治様（星野さん紹介） 

                                   9月  9日（火）                  第 117回 親睦ゴルフ会  「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    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１３０１回例会予定 [2014年 8月 21日(木)]  

会員増強拡大夜間例会    1 8：30 点鐘  

祝賀者  誕生日               伊達  幹さん（24日）  中田成徳さん（26日） 

             ﾊﾟｰﾄﾅｰ誕生日   山田  清さん（24日） 

卓話                  「安倍政権の『秋の陣』」 

         毎日新聞社 編集局 編集委員 前田 浩智様（清水庸男さん紹介） 

 

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

