
 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROTARY  

CLUB OF 

TOKYO 

YAMANOTE 

2011/2012 

REACH  WITHIN  TO 

EMBRACE  HUMANITY 

RI会長 カルヤン・バネルジー 
 

OPEN UP ROTARY SPIRITS 

会長 渡邊惠一郎 

 

点鐘・・・・・・・・・・・・・・・ 渡邊会長 

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            崎山 收さん（16日）  

会長報告・・・・・・・・・・・    渡邊会長 

委員会報告・・・・・・・・・    各委員会・同好会 

幹事報告・・・・・・・・・・・    川手幹事 

ニコニコ発表・・・・・・・・       ＳＡＡ 

卓話・・・・・・・・・・・・・・・ 「パブリック・リレーションズの歴史―20世紀初頭のアメリカを中心に」 

                                       米山学友 河 炅珍さん 

次週予告・・・・・・・・・・・ プログラム委員会 

2011年 7月 7日（木） 

会員数  63名（対象） 63名 

当日出席数   43名（68.25%） 

前回修正出席率         （83.87%） 



●  
  佐々木光勝さん （川手さん紹介） 
  市川  隆 さん （江中さん紹介） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●
・上期の会費を 7月末までに納めるよう宜
しくお願い致します。 
・スケジュール表で規定 1の休みを 9月 15
日から 22日に変更しました。 
 
 
●
ＳＡＡ  （山崎良雅 SAA） 
1. ケイタイ電話は、例会中は必ずマナー
モードにして下さい。 

2. 当分、座席指定にします。 
3. ニコニコ募金は、1000円でも OKです
ので宜しくお願いします。 

 
親睦委員会 二木会  （亀井担当委員） 
〈第 1回二木会の開催〉 
  7月 14日に二木会を開催します。   
トルコ料理を楽しみ、最後にベリーダン
スを予定しています。 ご期待下さい。 

 
親睦委員会 親睦ゴルフ （後藤委員長） 
今年度第一回親睦ゴルフは、7月 26日

（火）に開催されます。 現在 22名の申込
みをいただいておりますが、あと 2名枠が
空いていますので、都合の良い方がおら
れましたら参加下さい。 
 
 

●  
本日の合計       １３２，０００円 

    累計                  １３２，０００円 

渡辺年度スタート。   
今年もよろしく。 

渡辺会長、川手幹事、 
1年間宜しくお願いします。 皆んなで
（やれば）恐く無い！ 

渡辺、川手年度のスタ
ートを祝して。 金婚式のお祝ありがと
うございました。

佐々木さん、市川さん、
入会おめでとうございます。 渡辺会長、
川手幹事、1年間頑張って下さい。 

いよいよ渡辺・川手年
度のスタートですね。 今日は七夕でも
あり、何んだかロマンチックで良い年度
になりそうですね。 ニコニコ。 

渡辺会長、川手幹事、
本年度も楽しく行きましょう！ 

渡辺・川手丸の出航
おめでとうございます。 頑張ってサポ
ートします。 

渡邊会長・川手幹事、 
1年間がんばって下さい。 

渡辺会長、川手幹事
楽しい一年にしましょう。 

渡邊・川手年度の成

功をお祈りします。

渡辺年度第 1回目の

二木会が来週開催されます。 是非ご

出席ください。 

いよいよ渡辺年度の

スタートですね。会長、川手幹事以下

役員のみなさま 1年間いろいろお世話

になります。 よろしくお願いします。 

渡辺会長、川手幹事、  

1年間宜しくお願いいたします。 

渡辺年度いよいよ

船出です。 皆様宜しくご協力お願い致

します。 

市川さん、佐々木さん入会おめでと

うございます。 早くなれてロータリーを

楽しんで下さい。 



渡辺会長、川手幹事
の新年度第 1回目の例会を祝して、ニ
コニコ！！

渡辺会長、川手幹事、 
1年間宜しくお願い申し上げます。 
誕生日のお祝い有難とうございました。 

渡辺会長、川手幹事
さんのかどでを祝して。 

渡辺会長 1年間宜しく
お願いします。 ニコニコ。 

新しいロータリー年度
を祝って。 

いよいよ渡辺会長、
川手幹事の新しい年度が始まりますね。
よろしくお願いします。 

渡辺、川手丸の船
出をお祝いします。 無事よい仕事をさ
れますように！ 

宜しくお願い申し上
げます。 

坐骨神経痛にて心な
らずも欠席がつづき申し訳ございませ
ん。 

新年度のスタートを祝
してニコニコ。 佐々木光勝さん、お帰
りなさい。 

渡辺・川手年度のスタ
ートを祝して。 

江中年度最後の夜間
例会で、金婚式のお祝 3万円を戴きま
した。 そして今日 7月 7日は私の会社
の小会社、ボンボネーラのお店「オー
バルキッチン」がリニューアルオープン
します。 合せてニコニコです。 

渡辺丸の出航を祝し
てニコニコ。

渡辺会長、川手幹事
この 1年間ゆっくり、楽しく宜しくお願い
いたします。 

しばらく多忙続きで、
ごぶさたしてすみませんでした。 渡辺
年度の始りですね。 がんばって下さ
い。 

新年度が発足しま
した。 川手幹事ともどもよろしくお願い
致します。 

渡辺会長、川手幹事、  
1年間よろしくお願い申し上げます。

渡邊年度のスタートで
す。江中年度に増して、素晴らしい一
年になりますように。 
ニコニコ BOXへのご協力も、宜しくお願
いします 

渡辺会長、川手幹事
さん、一年間よろしくお願いいたします。

●  
日  時  2011年 7月 7日（木）  13:30～15:00 
場  所  ザ・キャピトルホテル東急  2F「橘の間」 
出席者  新井秀幸。江中武久。後藤守機。星野勇介。飯塚 孝。春日正好。川合 孝。 
      北原慎庸。倉知英行。山田 清。山崎良雅。吉岡桂輔。渡邊惠一郎。川手直明。 
議  題 
1）会員増強と維持について 
 ・クラブ員全員で増強を考える（増強委員会の炉辺で具体的な方法を決める） 
 ・創立 30周年で 80名を目標に長期的に女性会員を含むターゲットをCLP委員会で決め   
  る。 
2）インターンシップ受入れについて 
  本年度も都立深沢高校の生徒を山の手 RC でも何社かにお願いして職業体験実習を
受入れる。 

3）東日本大震災義援金目標について 
  東日本大震災復興委員会に 3 代の会長を入れて長期的に具体的な使い道や目標設
定を炉辺を開いて決める。 

4）各委員会炉辺開催について 
  新しい会員の方達にもロータリーを理解して頂くことと同好会等に参加を呼び掛け退会
防止につなげる。 



5）会費未納者・休会者・退会者・会友のあつかいについて 
  岩垂 毅さん、今井直廣さんの退会を承認。 

   休会者・・・    下川博久さん、守屋貴史さん、山崎成さんの休会あつかいをとき、再入会時
期を待つ。 

  会 友・・・・竹村潤二さん、永長隆徳さん、永島洋二さんは会友制度を無くし再入会をお
願いする。 

6）二木会 
新入会員の歓迎を主体にする為、最初の参加費は無料とする。 
（会員増強委員会からの費用負担とする）

 

7月 13日（水）                 山の手手話サークル  18:45～ 事務局 

            「TOGETHERS炉辺」  19:30～ 「まごの邸」 

7月 14日（木）                 二木会  18:00～ 市ヶ谷「ボスボラス・ハサン」 

7月 21日（木）  山の手俳句の会  14:00～ ザ・キャピトルホテル東急 

7月 26日（火）  第 105回親睦ゴルフ会  千葉県「佐倉カントリー倶楽部」 

7月 28日（木）  卓話  「希望の景色」 増田太郎様 （宇野さん紹介） 

8月  4日（木）                 臨時総会 

            理事会  13:45～  2F「橘の間」 

8月 11日（木）                 例会  お盆休み 

8月 11日（木）                 卓話  小林一博様 （山田さん紹介） 

 

祝賀者    誕生日      山田 清さん（24日） 

夫人誕生日   川合 孝さん（23日） 
 

卓話    「恐るべし！ マナーの威力！」   近藤珠實様 （山田さん紹介） 

★山の手ロータリーのホームページがリニューアルしました。 

http://www.tokyo-yamanote-rc.gr.jp/          今週の担当 北原慎庸 委員 

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 

川手直明 

宇野  旭 

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） 

渡邊惠一郎 

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

