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2011 年 5 月 12 日（木）
会員数 62 名（対象） 61 名
当日出席数
45 名（73.77%）
前回修正出席率
（86.89%）

市川 隆さん（江中さん紹介）
ゲレザウスカス・アンドリュスさん
（留学生交流プログラム）

●
東日本大震災復興委員会
（清水委員長）
＜義援金 現況報告＞
5/12
940,000 円
累計 2,872,914 円

TOGETHERS
（瀧本実行委員長）
当クラブの創立 25 周年記念行事として、
知的障害者と健常者との自然な交流をは
かり両者の垣根を取り払い「共に過ごし・
共に生きる」をテーマにイベントを開催し
ました。
今回は国際ロータリー第 2620 地区静
岡日本平ロータリークラブのご協力をい
ただき静岡市静岡手をつなぐ育成会をは
じめ近県、都内の障害者施設に呼びかけ
ご参加いただいた 5 団体とボランティア 5
団体、個人、ロータリアン合わせて総勢
350 名。 日頃は各施設での演劇や演奏
の発表会がおもな活動でしたが、今度の
イベントは会場を国立オリンピック記念青
少年総合センターの小ホールで行いまし
た。
オープニングはボランティアで参加して
いただいた綜合警備保障のマーチングバ
ンド・ビバーチェによる演奏で始まり、手
話ダンス、ウクレレ演奏とフラダンス、幼
児による森の熊さん手話ティーチング、静
岡市手をつなぐ育成会による演奏と歌、
障害者の皆さんは本当に良く歌い踊り舞
台から観客席への合唱の呼びかけに応
じて観客席と舞台との競演は、様々な障
害を乗り越えてのパフォーマンスでした。
渋谷笹塚の皆さんによる和太鼓の演奏で
障害者と健常者との競演を締めくくりまし
た。

最後は友情出演いただいたシャンソン
歌手の友納あけみさんの「見上げてごら
ん空の星」の大合唱の中フィナーレを迎
えました。 次に場所をレセプションホー
ルに移して懇親会を行いました。 会場で
は先程まで出演してくれた皆さんにかわり
田中剛さん率いる高円寺グループがお笑
い、漫才、演奏、歌、多才な人達が懇親
会を盛り上げ、静岡市静岡手をつなぐ育
成会のグループは帰る出発時間を遅らせ
て最後まで参加いただきました。

●
本日の合計
累計

９５，０００円
２，６４７，５１４円
TOGETHERS、お陰
様で本当に良いイベントになったと思っ
ております。 皆様ご協力いただき本
当にありがとうございました。
トゥゲザーズ、すばら
しかったです。 実行委員の皆さん長い
ことお世話様でした。
上野さんの卓話楽し
みにしております。
5/10 の結婚記念日の
お祝、自宅に届きました。 ありがとうご
ざいました。 また、5/14 の家内の誕生
日祝を贈って頂けるとの事、家内も喜
ぶと思います。 重ね重ねありがとうご
ざいます。
トゲザースのお役の
皆さん、ご苦労様でした。 大成功で何
よりでした。
TOGETHERS、皆様の
御協力で無事終了しました。
清水さん、4 度目のホ
ールインワンおめでとうございます。
これからも山の手ゴルフよろしく。
来週はいよいよ 25 周
年記念夜間例会です。 皆様ヨロシク
お願いします。
RC のメンバーの皆様
のご協力で｢トゥゲザーズ｣が無事終了
いたしました。 皆様ありがとうございま
す。
川合さん、滝本さん、
浅野さんトゥギャザーズ大変ご苦労様
でした。 参加された方々皆様喜んで
いただいた様で大成功でしたネ。

家内の誕生日祝いを
頂戴し、有り難うございます。
5 月は小生の誕生月でもあります。
どうぞ宜しくお願い致します。
①トウゲザー大成功
おめでとうございます。
②天皇皇后両陛下被災地ご病躯をお
しての訪問、差し上げた水仙の花を大
切にお持ち帰りの皇后様印象的でした。
それに引きかえ、あぐらをかいてお迎え
したり敬語を使わない新聞報道は戦中
派は憂います。
カミさんのバースディ
ーありがとう。
25 周年おめでとうござ
います。 来週は海外出張のため、出
席できませんが、楽しい会になると思い
ます。
5 月 5 日相模原 GC 西
14 番ホールでホールインワンをやりま
した。 記念に、義援金にもう一口募金
したいと思います。 皆様も気持良く募
金してください。
キット良い事がありますよ。
ゴールデンウィークは
自宅で静かに我が人生の反省をしてい
ました。
来週の 25 周年夜間例
会皆様是非ご参加下さい。
連日の妻の通夜・
告別式に大勢のロータリーの方々にご
参列頂きまして、心よりお礼申し上げま
す。 お陰様にて、無事、初七日まで済
ますことができました。 教訓として、奥
様方のご健康のチェックは夫の務めと
痛感しています。

上野前バチカン大使、
本日の卓話、よろしくお願いいたしま
す。

昨日、講習
会後のおつりをニコニコにします。

●
日

時

2011 年 4 月 14 日（木）

場

所

ザ・キャピトルホテル東急 例会場

出席者

13:30～

後藤守機。日野正紀。磯野道造。川手直明。
清水庸男。髙村昌秀。宇野 旭。江中武久。

議

題

１） 留学生交流プログラムルクリさん奨学金の件
ルクリ・マティア・ラミーさんは東日本大震災の影響で、現在日本でのアルバイトがなく
なって困っているとの相談を受け、今年度（4 月～6 月）の 3 ヶ月間のみ、5 万円の奨学
金を支給することを決定する。

●
日

時

2011 年 5 月 12 日（木）

場

所

ザ・キャピトルホテル東急

出席者

13:30～15:00
2F 「橘の間」

後藤守機。星野勇介。磯野道造。川合 孝。川手直明。倉知英行。清水庸男。
上田正昭。宇野 旭。渡辺彰敏。渡邊惠一郎。江中武久。片岡 鄕。

議

題

１） 25 周年記念例会寄付の件
25 周年記念夜間例会での地区へ渡す寄付について下記の内容とする事で承認。
・ 東日本大震災義援金

山の手 RC 寄付

・ 東日本大震災義援金

バンラック RC 委託分

・ ロータリー財団
・ 米山

5 万円

5 万円

500 万円
59 万 7 千円

25 周年おめでとうございます。

2011 年 5 月 19 日（木）
創立 25 周年記念夜間例会・祝賀会
会員数

62 名（対象） 61 名

当日出席数

48 名（78.69%）

前回修正出席率

（88.52%）

来賓 19 名

山の手西 G 19 名

バンラック RC 8 名 TOGETHERS 16 名
旧会員、他 10 名

ご夫人 21 名

ご家族 3 名

休会、会友 3 名

留学生 6 名

その他 2 名

●
東日本大震災復興委員会
（清水委員長）
＜義援金 現況報告＞
5/12

100,000 円

5/16

100,000 円

5/19

1,130,000 円

小口寄付
小口寄付
累計

140,000 円（親睦ゴルフ会）
33,000 円（創立例会）
4,375,914 円

●
本日の合計
累計

２５５，０００円
２，９０２，５１４円

本日、東京山の手 RC 25 周年記念例
会、お祝いを申し上げます。 貴クラブ
の益々のご繁栄をご祈念申し上げま
す。

創立 25 周年、お目出とうございます。
貴クラブの更なる発展を祈念致しま
す。
この度は、東京山の
手ロータリークラブ創立 25 周年を迎え
られ、誠におめでとうございます。
20 周年の時には小生も出席させて
頂きましたが、それからあっという間に
5 年が経ちました。 皆様方のご尽力で
クラブが益々隆盛になり世のため人の
ために貢献しておられるのは真に嬉し
いことです。 今回は体の都合で残念
ながら出席出来ませんが、祝賀会が盛
大に行われることを心から祈っており
ます。
皆様にくれぐれもよろしくお伝え下さ
い。
25 周年おめでとうござ
います。 今後益々のご発展を祈りま
す。
ご無沙汰をし
ております。 25 周年誠におめでとうご
ざいます！ 本日は懐かしい江中会長、
清水親睦委員長、そして私のスポンサ
ーでありました後藤様から、本日のご
案内を頂き、懐かしく参加させて頂きま
した。 どうぞ、宜しくお願い致します。
25 周年おめでとうござ
います。 25 年前私は 40 台でした。
久し振りになつかしい方々とお会い出
来カンゲキ！！
25 周年を祝して。宇
野さんご苦労様です。
江中会長 1 年間ご苦労様です。
25 年前は 9 才でし
た。歴史あるこのクラブに入れていた
だいたことを今日、改めて光栄に感じ
ております。

25 周年を祝して。
25 周年夜間例会を祝
して。
25 周年おめでとうござ
います。 永い間ご無沙汰しておりまし
た。今日はゆっくり楽しもうと思っており
ます。
創立 25 周年誠におめ
でとうございます。山の手 RC バンザイ。
30 年、40 年、50 年と続きますよう祈念
すると共に楽しみにしております。
25 周年記念大変嬉し
く思います。 25 年間を想起しますと誠
に感無量です。
1）辰野ガバナー、小
粥ガバナー補佐、ご多忙のところをお
見え下さり有難うございます。
2）25 周年記念夜間例会、大いに楽し
みましょう。
創立 25 周年記念心か
らお祝い申し上げます。
東京山の手ロータリー
25 周年おめでとうございます。 タイバ
ンラックロータリーの皆様ようこそいらっ
しゃいました。 今日は大いに楽しんで
下さい。
ニコニコ！！
佐々木光勝さん久し
ぶりです。 再入会楽しみにしてます。
創立 25 周年祝賀例会
の記念すべき日に大川さんを迎えられ
てニコニコです。
25 周年夜間例会を祝
して。
創立 25 周年記念例会
おめでとうございます。 諸先輩方が築
き上げてこられた歴史の恵みをずっしり
と感じます。 我々若手もしっかりと伝
統を受け継いでいきたいと思います。

25 周年おめでとうござ
います。
ゴルフコンペで 2 位に
なりました。 大叩きしてしまいましたが、
とても楽しくできました。 また宜しくお
願いいたします。
25 周年記念祝賀会の
盛会を祝して。
25 周年おめでとうござ
います。 私も今月で 40 周年を迎えま
した。
創立 25 周年おめで
とうございます。 チャーターメンバーと
して、山の手ロータリークラブと共に歩
んでこられたことを嬉しく思います。 こ
れからの益々の発展をお祈りします。
25 年前 5 月 22 日
2,500 人のチャーターメンバーと共に立
ちあげました山の手ロータリークラブが
25 才になりました。 お目出とうござい
ます。
25 周年記念例会を祝
して、昨日の親睦ゴルフチャリティ会で
優勝しました。 参加していただいた皆
様ありがとうございました。 お陰様で
14 万円を義援金に寄付することができ
ました。
早いもので創立 25 年
になりました。 当時私は 49 才でした。
今は 74 才です。 30 周年迄元気でいた
いなあ。
25 周年あいにく欠席
いたしますが、宇野さんはじめ、実行委
員の方ご苦労様です。 清水さん、目
標額達成を祈ります。

②今月はじめ私の勉強している生け花
教室の東京支部設立総会があり無事
終了いたしました。 ロータリーで学ん
だ事がとても役に立ちました。
ロータリー様々です！！
おめでとうございま
す！
山の手ロータリークラ
ブ創立 25 周年おめでとうございます。
益々良いクラブにしていきましょう。
25 周年おめでとうござ
います。 ロータリーの仲間に入れて良
かったです。
創立 25 周年を祝しま
す。
創立 25 周年おめでと
うございます。 ステキなロータリアンの皆
様と一緒にこの日を迎える事ができ、うれ
しく思います。 ニコニコ！

25 周年記念例会を祝
して。
25 周年、おめでとうご
ざいます。 昨日のロータリーゴルフ、
成績はともかく馬券が当たってラッキ
ー！今週末のオークスも当てたいもの
です。
１．宇野さん、本日
の演出ありがとうございます。
２．野ばらの会の皆様、妻の葬儀の折
にはありがとうございました。 英語で
のコーラスの復習をしていましたが・・・
①昨日の親睦ゴルフ
では役員の皆様お疲れ様でした。
清水さん優賞おめでとうございます。
松木さん自分を信じて下さい。

日時
於

2010 年 5 月 18 日（水）
霞ヶ関カンツリー倶楽部
順位
優 勝
準優勝
3位
4位
5位
5位
7位
8位
9位
10 位
11 位
12 位
13 位
14 位

氏名
清水庸男
松木昭和
仙波譲治
﨑山 收
新井秀幸
高橋宏和
西澤忠義
渡辺彰敏
江中武久
川合 孝
神通康夫
山田 清
吉岡桂輔
浅木幸三

OUT
41
43
41
37
49
46
48
45
50
47
39
64
55
61

IN
42
49
38
39
42
45
49
44
52
46
55
49
53
67

GROSS
83
92
79
76
91
91
97
89
102
93
94
113
108
128

HDCP
10.7
18.9
4.7
1.2
15.4
15.4
21.3
13.0
26.0
14.2
13.0
32.0
26.0
35.5

NET
72.3
73.1
74.3
74.8
75.6
75.6
75.7
76.0
76.0
78.8
81.0
81.0
82.0
92.5

祝賀者
卓話

夫人誕生日

佐藤雅巳さん（3 日） 新居英一さん（4 日）

「ロータリーについて」

6 月 2 日（木）

理事会（新旧合同）

6 月 4 日（土）～5 日（日）

親睦旅行

上田正昭会員

2F「藤の間」
八ヶ岳美術館ホテル（泊）

6 月 9 日（木）

クラブ協議会（新旧合同）

2F「藤の間」

6 月 16 日（木）

卓話「一年を振り返って」 江中会長・片岡幹事
ロータリー情報委員会「新会員オリエンテーション」
13:45～14:45

キャピトル 2F サロン

6 月 23 日（木）

例会休み（規定 4）

6 月 30 日（木）

新旧理事・役員・委員長 歓送迎夜間例会

★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

〒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

例会

毎週木曜日 12:30～13:30
ザ・キャピトルホテル東急
江中武久
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）

会長
幹事
会報委員長
事務局員
執行時間

