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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１３１８回例会プログラム 

2015年 1月 15日(木) 
 

点鐘・・・・・・・・・・・・・・・         川手会長 

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・・・・・・・・・・・・・          誕生日       飯塚  孝さん（20日）              

            ﾊﾟｰﾄﾅｰ誕生日  井上明義さん（19日） 

  片岡  鄕さん（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・・・・・・・・・・・        倉知幹事 

ニコニコ発表・・・・・・・・           ＳＡＡ 

卓話・・・・・・・・・・・・・・・         「観光地・箱根の旅館の進化と楽しさ」   

イソダ設計 代表取締役  一級建築士 磯田 和良 様 

次週予告・・・・・・・・・・・          プログラム委員会 



第 1317回例会報告 

2015年 1月 8日（木） 

会員数  64名 （対象） 64名 

当日出席数   45名（70.31%） 

前回修正出席率         （73.44%） 

 

・特別ゲスト 

丁 美貞さん（米山記念奨学生） 

 

 

●年男による乾杯 

後藤守機さん 佐藤雅巳さん  

市川隆さん 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●会長報告  (川手会長) 

  ①地区より案内のありました「エコキャ

ップ運動」を当クラブでも行いたいと思い

ます。 受付の横に箱を用意しますので、

ペットボトルキャップの回収にご協力下さ

い。 

  ②土と遊ぶでの東京育成園より、感謝

状と色紙が届きました。 

 

 

 

 

 

 

 

●委員会報告 

青少年奉仕委員会 （吉岡俊樹委員長） 

  ＜新世代ﾄｰｸｲﾍﾞﾝﾄ開催のお知らせ＞ 

  4月9日、例会にてトークイベントを行い

ます。 例会の時間を延長して行います。

ご出席のほど、よろしくお願いいたしま

す。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



ロータリー情報委員会   （山田委員長） 

  ①本日配布されたロータリーの友、横

ぐみの 16、17頁に「ポール・ハリスの生き

方に学ぼう」という記事が出ていますので、

皆様お読みいただくと良いと思います。 

  ②今月 22日 12時 45分より、オリガミ

に於いて新会員オリエンテーションを行な

いますので、該当する方ご出席よろしくお

願いします。 その時、ロータリーの友と

手続要覧をお持ちいただきたいと思いま

す。 

 

地域社会/環境委員会 「TOGETHERS」 

              （瀧本実行委員長） 

  ①本日、第 1回実行委員会をオリガミ

にて開催いたします。 

  ②今期トゥゲザーズは、6月 6日（土）に

開催いたします。 

 

震災復興支援委員会    （山田委員） 

＜2014-2015年度 

       希望の風奨学金 募金報告＞ 

前回までの合計                    ２５０，５００円 

  1/8 例会                ２５，０００円 

計                  ２７５，５００円 

 

＜2014-2015年度 

    DAYS被災児童支援 募金報告＞ 

前回までの合計                    ２２１，５００円 

  1/8 例会                ２６，０００円 

計                  ２４７，５００円 

 

●ニコニコＢＯＸ 

本日の合計                                    １７３，０００円 

    累計         １，８４１，００２円 

 

新井秀幸さん  本年も宜しくお願い致

します。 川手会長、倉知幹事、折り返

し地点まで来ました。 もう少しです。 

ガンバッテ！ 

伊達 幹さん  明けましておめでとう

ございます。 ご賀状の返礼をニコニコ

でかえさせて頂きます。 

江中武久さん  さあ！一年どの様にし

て楽しむか……。 後藤さん、宜しく！

考えて下さい！ 

福神邦雄さん  明けましておめでとう

ございます。 我家の新年会は 25名も

の親せきが集まってくれました。 

後藤守機さん  今年は 6 回目の年男。

頑張るぞ！！ 

市川 隆さん  明けましておめでとう

ございます。 本年も山の手 RCを存分

に楽しみ、クラブの充実に微力ながら

貢献できるよう頑張ります。 皆様、宜

しくお願いいたします。 

飯塚 孝さん  明けましておめでとう

ございます。 本年もどうぞよろしくお付

合いの程お願いします。 年賀状を頂

戴しました。 欠礼しましたことお詫びし

ます。 

生駒昌太郎さん  皆様、新年明けまし

ておめでとうございます。 今年も相変

らずよろしくお願いします。 



磯野道造さん  新年明けましておめで

とうございます。 本年もよろしくお願い

します。 

片岡 鄕さん  昨年のゴルフで運を

使いはたしました！！ 川合さん、あり

がとうございました。 

川合 孝さん  新年明けましておめで

とうございます。 熱海で愛するカミさん

と熱い新年をむかえました。 

川手直明さん  明けましておめでとう

ございます。 後半年、宜しくお付合下

さい。 

倉知英行さん  明けましてお目でとう

ございます。 川手会長年度もあと 6 ヶ

月。 下半期も沢山の行事を用意して

おりますので、会員ご家族の参加、宜

しくお願い申し上げます。 

増田靜一さん  新年あけましておめで

とうございます。 元気な皆さんに会え

ておめでたさがふえました。 本年もよ

ろしくお願いします。 

松原俊夫さん  賀状有難うございます。

欠礼おゆるしを。 年末には大プレゼン

ト有難うございました。 青天のへきれ

きです。 

宮﨑公子さん  おめでとうございます。

孫と遊んで元気を確認・確信致しました。

世界の平和と山の手ロータリーの発展

をお祈り致します。 

森本正昭さん  明けましておめでとう

ございます。 来るときに駅のホームか

ら世界遺産の初富士を眺めて来ました。

本年もどうぞよろしく。 

西澤忠義さん  新年おめでとうござい

ます。 今年もロータリーライフを楽しみ

ましょう。 

大江静男さん  本年も良い年でありま

すように。 箱根駅伝、やりました！ 

大川丈男さん  2015年新しい年を迎

えました。 東京山の手ロータリークラ

ブの会員の皆様のご健康と一層のご

多幸を祈念して、おめでとうございます。

今年もニコニコの募金のご協力もよろし

くお願い申し上げます。 

沖正一郎さん  いつのまにやら、米寿

とか卒寿とか。さてこれから何してあそ

ぼうか？ 

小野佐千夫さん  あけましておめでと

うございます。 今年も良い年となりま

すよう祈念しております。 

佐々木光勝さん  明けましてお目出と

うございます。 川手年度、あと半年に

なりました。 楽しくアクティブに頑張り

ましょう。 宜しくお願いします。 

佐藤 孝さん  明けましておめでとう

ございます。 今年もよろしくお願い致

します。 

里内俊夫さん  きのうの 7日正月、餅

入りの七草がゆで、祝いました。 さて、

今年こそ目標の「いつも相手の立場に

立って、もの事を考える」の達成に頑張

ります。 どうぞよろしくご叱正、お引き

まわしの程、お願い申しあげます。 

 

 



清水 毅さん  明けましておめでとう

ございます。 今年は元旦から、明治神

宮に初詣に夫婦で行きました。 宮司さ

んのお話を聞いて身のひきしまる思い

でした。 本年もよろしくお願い致しま

す。 

鈴木康之さん  明けましてお目出とう

ございます。 年賀状、先輩方にはお

出ししましたが、大勢の方々から頂きま

した。 本日のニコニコでご返事とさせ

て頂きます。 ありがとうございました。 

髙木保男さん  おめでとうございます。

年賀状を頂きながら私しから賀状を出

していない数名の方、ごめんなさい。 

本年もよろしく。 

髙村昌秀さん  あけましておめでとう

ございます。 誕生日のお祝いありがと

うございます。 

竹村潤二さん  新年あけましておめで

とうございます。 本年もよろしくお願い

致します。 

瀧本 司さん  新年明けましておめで

とうございます。 

植田玄彦さん  箱根駅伝で私の母校、

青山学院がよもやの圧倒優勝。 今年

は良い一年になりそうです。 改めて新

春おめでとう御座います。 本年もよろ

しく。 

上田正昭さん  新年明けましてお目

出とう存じます。 早々に誕生祝いを御

礼申し上げます。 

 

渡邊惠一郎さん  箱根駅伝、残念な

がら駒大は 2 位、青学大が立派でした。

私は世界貿易センタービル 39階で「駒

澤大学を応援する会」に出席後、大学

グランドに隣接する学食堂にて選手た

ちと会い、来年に期待しました。 

山崎良雅さん  明けましておめでとう

ございます。 川手会長、倉知幹事、あ

と半年頑張って下さい。 

横山雅也さん  明けましておめでとう

ございます。 本年もよろしくお願いしま

す。 

吉岡俊樹さん  健康診断の結果が出

ました。 やっと尿酸値が人並みに戻り

ました。 ビールが飲める！うれしい！

ニコニコです。 

事務局 入江浩子さん  新年明けまし

ておめでとうございます。  お年賀状

を頂きました会員の方々には、ニコニコ

にて失礼させていただきます。皆様、本

年もどうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   

   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 2014-2015年度 第 7回理事会議事録 
                                      幹事 倉知英行 
 
日  時  2015年 1月 8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。新井秀幸。佐々木光勝。竹村潤二。 

吉岡俊樹。山崎良雅。市川隆。大川丈男。星野勇介。 
髙村昌秀。川手直明。倉知英行。 

 
  議案内容 
     １）緊急時の例会一時休止扱いの件 
        会長より、先日例会卓話中に新居会員が急病を発症された件につい

て、灰田会員・後藤会員・大川 SAA・市川副幹事の的確な対応により大事
に至らず解決し、ご本人も翌週の例会に元気なお姿をお見せいただくこと
が出来たことにつき、会員の皆様のご協力に感謝の意が述べられた。 
  発生時間は 13時 20分過ぎで、卓話も佳境にあり殆どの会員が気づか
れていない状況下会長・幹事の判断で卓話は継続したまま少人数で治療
並びにご家族との連絡はスムーズに行われました。 
  会長から、今回の対応は結果的には良好な形となりましたが、当クラブ
として今後の緊急事態の発生に備え、例会時の対応を定めておくことが必
要ではないかとの発言を受け、多くの理事よりこの際当クラブとして対応方
針を決め明文化すべきであるとの提案があり協議の結果、今後下記の通
り対処することで一致した。 
 
【緊急時の例会対応について】 
①例会中、地震・火事等災害並びに急病発症等が発生した場合は、幹事
は直ちに例会及び卓話中断し、SAA、会員有志、ホテル職員の協力の
もと避難誘導或いは患者への適切な処理対応に万全を期すこととす
る。 

②緊急事態が収束した後、例会及び卓話の再開又は中止の判断につい
ては会長・幹事・SAA・プログラム委員長が協議して決定し、会員並びに
卓話者に通知する。 
なお、患者の救急搬送が必要な場合は、幹事及び SAAが随行すること
とし、例会は会長・副幹事・副 SAAで運営する。搬送費及び交通費等の
実費は、クラブ負担とする。 

 
    ２）理事会追加の件 
        会長より、昨年度の反省を踏まえ 6月 11日に開催される新旧合同理事

会終了後に発生した当年度判断決定すべき案件を審議するため、最終週
6月 25日木曜日 11時より第 13回理事会を開催したい旨の提案があり、
全員一致で承認された。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３）下半期行事の件 
        会長より、下半期の下記重要行事 5件及び二木会、ゴルフ会について

説明があり、多くの会員並びにご家族の参加を得られる様、会員への周
知徹底務めて欲しい旨要請があった。 
  各担当理事より、早期に案内を行うことにより参加者の掘り起こしを行う
方針であるとの説明があった。 
幹事より、会員増強の観点からも元会員、元会員夫人・御家族・知人等

にも対象を拡大して勧奨して欲しい旨発言があり了承された。 
 
        ○Ａ  3月 24日（火）   世田谷南 RC との合同例会 
        ○Ｂ  4月 02日（木）   観桜会 
        ○Ｃ  5月 19日（火）   2750地区ゴルフ決勝大会 
        ○Ｄ  5月 21日（木）   創立 29周年夜間例会 
        ○Ｅ  6月 06日（土）   TOGETHERS 
 
        尚、新井理事より 2750地区ゴルフ決勝大会会場について、清水庸男元

会員の紹介で相模原 CCを予約しているが、会場は変更せず同 CC メンバ
ーの崎山会員の紹介に変更して継続処理したいとの提案があり、全員一
致で承認された。 

 
     ４）次年度への申渡し事項の件 
        幹事より、一昨年度後半よりクラブ財政再建策の一環として、会員名簿

の構成、クラブ指針の編集構成、例会時の看板作成等の外注を原則休止
し、例外的に幹事本人または幹事が所属する会社の協力により対応して
きた旨の報告があった。 
  また、昨年度から開始した例会出席者の事前確認作業についても、瀧
本幹事が経営する早稲田アカデミーに全面依存しており、今年度も例会出
席者の確認を同社に一任してきた。 
  来年度は、①例会出席者の事前確認作業については、出席委員会メン
バーの協力のもと、事務局が中心になって行うこと。②新年度に間に合わ
せる必要がある会員名簿・クラブ指針作成については、財政も好転してい
ることから、従来の外注に戻すこと。③看板は作成者に実費を負担するこ
との提案があった。 
  山崎会長エレクト・市川副幹事からは、①については事務局入江さんの
了解が得られる前提で、②については予算が許せば是非外注したい旨の
発言があり、②については事務局で見積りを取ったうえ 3月の理事会に今
年度予算に追加計上した予算案を付議することとした。 

 
     ５）2015-2016年度地区奉仕プログラム委員就任の件 

会長より、2015-2016年度水野ガバナーから、2015-2016年度地区委員 
として神通康夫会員の就任承認要請があった旨の報告があり、審議の結果 
承認された。 

 
以上 



 
 
 
 
 
 

★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１３１９回例会予定 [2015年 1月 22日(木)]  

祝賀者  誕生日       新井秀幸さん（22日）   

             ﾊﾟｰﾄﾅｰ誕生日  沖正一郎さん（24日） 外池洋隆さん（26日） 

卓話                  「イプシロンロケット開発について」 

                 JAXA イプシロンロケットプロジェクトチーム 

                         宇井 恭一 様（髙村さん紹介） 

●山の手伝言板 

   1月 15日（木）   クラブ協議会  13：45～ 2F「橘の間」 

   1月 21日（水）   山の手手話サークル 

   1月 22日（木）   ロータリー情報委員会 新会員ガイダンス 13：45～「オリガミ」 

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

   1月 29日（木）   卓話 ザ・キャピトルホテル東急 総料理長 加藤完十郎様 

   2月 12日（木）   卓話 「意外に良いかも、小学校受験」 吉岡俊樹会員 

                    TOGETHERS実行委員会  13：45～ 「オリガミ」 

   2月 19日（木）   卓話 「方言が消えてゆく」 木部暢子様（春日さん紹介） 

   2月 25日（水）   国際ﾛｰﾀﾘｰ第 2750地区 「地区大会」 本会議 

                 9：00～ ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ新高輪 国際館ﾊﾟﾐｰﾙ 

   2月 26日（木）   例会休み（地区大会に振替） 

             TOGETHERS炉辺 

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

