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BUILDING COMMUNITIES 

BRIDGING      CONTINENTS 

RI会長 レイ・クリンギンスミス 
 

LETS.MOVE! 

YAMANOTE25 

会長 江中 武久 

 

点鐘・・・・・・・・・・・・・・・ 江中会長 

今週の歌・・・・・・・・・・・ 「君が代」 

ロータリーソング・・・・・ 「山の手ロータリー讃歌」 

                            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      瀧本 司さん（7日） 川合 孝さん（8日） 

結婚記念日 福神邦雄さん（4日） 

会長報告・・・・・・・・・・・    江中会長 

委員会報告・・・・・・・・・    各委員会・同好会 

幹事報告・・・・・・・・・・・    片岡幹事 

ニコニコ発表・・・・・・・・       ＳＡＡ 

卓話・・・・・・・・・・・・・・・ 「TOGETHERS 参加団体練習模様」   浅野健太郎会員 

次週予告・・・・・・・・・・・ プログラム委員会 

2011年 1月 27日（木） 

会員数  60名（対象） 59名 

当日出席数   34名（57.63%） 

前回修正出席率         （79.66%） 

 

Fatma Kassim Mohamed さん 

（留学生交流プログラム学生） 

 



 

【山の手俳句の会】  幹事 小野佐千夫 

俳誌「海」主幹高橋悦男先生のご指導

の下に、毎月第三木曜日午後２時から約

２時間八重洲富士屋ホテルで句会が開か

れています。 

 美しい日本語を理解する好機ですので

初心者の方でも大歓迎です。 

高橋悦男作 

「実朝の海青々と初桜」 名句です。 

             （文責 飯塚孝） 

 

【スキーサークル】    幹事 倉知英行 

毎年 1月ないし 2月に 2泊 3日、会員・

家族で楽しんでます。 宿貸し切りで温泉、

美味しいご飯、美酒、楽しい会話、友情の

輪が広がります。 未経験でも会員のス

キー名人が親切丁寧に教えます。 帰る

ときには参加者全員滑れるようになって

ます。 

来年は 2月 18日～20日です。 

 

【旨い蕎麦を喰らう会】  幹事 山崎良雅 

不定期開催です。 美味しい蕎麦屋が

見つかった時に呼びかけてます。 お勧

めの店がありましたらお知らせください。 

2月 22日（火）自由が丘「衾ふすま」 

6時決定してます。 

 

【ファイヤーサイド】    幹事 星野勇介 

年 4 回東京近郊の丘陵、名所、旧街道、

歴史のある町、新名所等々歩きます。 

日帰りです。 

 3月 20日（日）箱根の旧街道ハイキング

します。 

 

 

【手話サークル】     幹事 増田静一 

創立 14年です。96～97年度聾(ろう)の

人たちのための奉仕活動「ハローフェス

タ」を開いた時、手話劇をしたのがきっか

けです。 「せっかく手話を覚えたのだか

ら続けよう」清水さんの提案ではじまりま

した。 以来毎月 1回開催 14年間休んだ

ことはありません。 

メンバーは清水、星野、飯塚、下川、 

川手、渡辺、町田、浅木、（敬称略）です。 

次のように活動しています。 

１） 毎月１回開催 

指導者は斉藤真佐美さんです。 日本、

東京都、世田谷区の手話通訳者試験

の合格者です。 増田が所属している

手話サークル「たんぽぽ」指導者で数

多くの手話通訳者を育ててます。 

２） 開催日  毎月第 2水曜です。 

３） 会費  月 1,000円、指導者への謝礼

です。資金がなくなり次第の徴収です。 

４） 開催場所  当クラブ事務局です。 

５） 集合  6時 45分～約 30分 

遅れ参加も結構です。 

６） 仕事優先です。 当日不参加の連絡

はいりません。 

７） 毎月第二週月曜日通知ファックスし

ます。 出欠の返事はいりません。 

気楽なサークルです。 興味をもたれた

方は上記のメンバーへ。 手話だけで

なく奉仕活動などなど話題豊富な愉快

な仲間です。 

 

【酒話の会】        幹事 増田静一 

 「酒は憂いの玉箒」新設です。 手話

サークルの学習後の飲み会で「美味し

い酒を飲みたいね」ということで盛り上

がり、いつの間にか増田が幹事になり

ました。 会員諸兄のいきつけの店、

美酒を飲ませる店、などなどめぐりた

いと思います。 



＜山の手手話サークルオリエンテーシ

ョン＆酒話の会（新年会）＞ 

幹事    星野勇介  

増田静一  

日時   平成 23 年 2 月 9 日（水） 

     18 時 45 分～20 時 45 分  

会場   [まごの邸 ]  清水会員推薦  

     港区赤坂 3-7-11 

     レジーア赤坂地下 1 階  

電話   03-3584-2818 

メトロ銀座線「赤坂見附」駅  

改札出て 3分～5分以内です。 

手話サークルの学習あとの飲み会場

です。 椅子＆掘り炬燵式でまとまって

飲めます。 

会費   5,000 円（飲み放題） 

 

●  

本日の合計        ５５，０００円 

     累計           １，８２８，１９９円 

初の SAAです。 

今日も元気で頑張りま

しょう。 

倉知さん、お世話にな

りました。 おかげ様で気楽にたのしみ

ました。 

誕生日のお祝いあ

りがとうございます。 71才になります。 

お蔭様でスキー旅行

を存分に楽しませてもらいました。 倉

知さんほか常連の皆様、本当にお世話

になりました。 子どもは、食事中、皆さ

んのデザートのイチゴを全部いただい

て大ニコニコでした。 大人の迷惑もか

えり見ず・・・。 たいへん失礼しました。 

でも参加してよかった。 ニコニコ。

女房の誕生祝有難う

ございます。

先週末は、天気、メン

バーに恵まれ楽しいスキーツアーでし

た。ニコニコ。 

来年は 2月 18日、19日、20日を予定

しましたので、沢山の方の参加をお待

ちしております。 

浅木さんのエガオと姿

勢のよさにだまって通りすぎできなく

て・・・・・。 

草津スキー教室、お

かげさまで 21年間皆出席を果たすこと

が出来ました。 日野校長始め倉知さ

ん、伊達さん、星野さん他皆様有難うご

ざいました。 

先日は誕生日のお花

ありがとうございました。 引続き宜しく

お願いします。 

結婚記念日のお祝

を頂き有難うございました。 

立春も近いのに今年

は雪で大変ですが、東京に住む我々は

幸せです。 感謝！

本日は第 2 回の留学

生の研究発表です。 ファトマ・カシム・

モハメッドさん、よろしくお願いします。 

正月に風邪を引き、他

の日は出張と墓参り。 本年初の出席

です。 欠席のおわびとしてニコニコに

寄付します。 

家内のバースデープ

レゼントをありがとうございます。 毎年、

家内の誕生日（2/2）を過ぎると、春が

近くなってきます。 厳しい寒さももう尐

し。 皆さんがんばりましょう！ 

 

 

 
●（財）ロータリー米山記念奨学会 

米山功労者 

浅木幸三さん  第 1回  

日野正紀さん  第 5回 マルチプル 

伊達  幹さん  第 5回 マルチプル 



 

2月      3日（木）        理事会 13:45～ 2F「橘の間」 

2月  9日（水）    山の手 手話サークル “オリエンテーション” 

              18:45～ 「まごの邸」 

2月 10日（木）   二木会  18:00～ 「ストックホルム」（浅木会員のお店） 

2月 17日（木）     卓話 イニシエーションスピーチ 

                 山の手 俳句の会 14:30～ 八重洲富士屋ホテル 2F「個室」 

2月 22日（火）      旨い蕎麦を喰らう会 

              18:00～ 自由が丘「衾（ふすま）」 

2月 24日（木）        国際ロータリー第 2750地区「地区大会」本会議  8:30～ 

               ザ・プリンスパークタワー東京「コンベンションホール」 

 

祝賀者    誕生日                 日野正紀さん（11日） 

結婚記念日    堅田 豊さん（11日）  江中武久さん（14日） 

           今井直廣さん（14日） 

クラブフォーラム    「 会 員 増 強 」 

★山の手ロータリーのホームページが 25周年に合わせてリニューアルしました。 

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

事務局  

 

 

例会  

 

会長  

幹事  

会報委員長   

事務局員  

執行時間 

〒107-0052  港区赤坂 2-15-7 ミラフローレス赤坂 701 
電話 5561-3391  FAX5561-6520 
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 

片岡  郷 

山崎  成 

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） 

江中武久 

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

