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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 

第１１６７回例会プログラム 
2011 年 7月 21日（木） 

 

点鐘・・・・・・・・・・・・・・・ 渡邊会長 

ロータリーソング・・・・・ 「奉 仕 の理 想 」 

                            ソングリーダー ： 片岡 鄕さん 

ビジター・ゲスト紹介・・            親睦委員会 

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）  

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・・・・・・・・・・・・・・・ 「恐るべし！マナーの威力！」  近藤珠實様 

次週予告・・・・・・・・・・・ プログラム委員会 



第 1166 回例会報告 

2011年 7月 14日（木） 

会員数  63名（対象） 63名 

当日出席数   38名（60.32%） 

前回修正出席率         （80.95%） 

 

・ビジター 

  洗 成さん（東京みなと RC） 

 

 

●会長報告   （渡邊会長） 

・ 昨日の第 1回会長・幹事会（第 2750地

区）より 3点お伝えします。 

① 新会員セミナー 11月 14日、ハイアット・

リージェンシー・ホテル 

② 国際基督教大学（ICU）東ヶ崎潔記念ダ

イアログハウス募金 

③ 復興支援地区委員会の活動計画 

・ 週報 No.1166（7月 14日）の 5，6頁に今

年度第 1回理事会議事録が掲載されて

います。（議題 6件） 是非ご覧ください。 

 

 

●幹事報告  （川手幹事） 

・ 今年もインターンシップを受け入れるこ

とを決定。 

  会員の中で深沢高校の生徒を職業体

験実習の受け入れ申し入れを宜しくお

願いします。 

・ ロータリー財団委員として大川さん、市

川さんの追加をお願いします。 

 

 

 

 

●委員会報告 

新世代委員会  （川合委員長） 

1. 2012年 5月 19日「トゥゲザーズ」が世

田谷区民館に決定。収容人員1200名。

第 1回の渋谷青少年センターの 3倍

の広さです。 

2. 世田谷区において子供達が安全に楽

しく動き回われる唯一の舞台付広場

であろうと思われる。 

3. 前回と違い一般観客も多数参観する

と見られる為、周到な管理と計画が必

要となり、会員の皆様の協力が重要と

なります。 

 

SAA   （山崎良雅 SAA） 

1. 各テーブルに SAA席を設けました。 

2. 卓話時間中の私語は慎んで下さい。 

 

東日本大震災復興委員会  

（清水委員長） 

1. 本日の配布物の中で、地区広報委員

会から、震災復興支援バッヂが届いて

います。支援の心をこのバッヂを胸に

つけて、いつまでも持ち続けようという

主旨だと思います。 

2. 山の手 RCの復興支援委員会は、先

日開かれた理事会の決定事項にもと

づいて今年度以降の活動を開始しま

す。 前年に引き続いて皆様の絶大な

ご協力をお願いします。 

 

渡辺彰敏会員からの報告 

1. 東日本大震災に関し「既存債務からの

解放を求める緊急請願書」の趣旨説

明及び署名協力のお願いです。 



2. 上記請願の趣旨は、震災でローン対

象物件（家、車、事業用資産等）を失っ

たにもかかわらず、そのローン債務の

みが残った被災者の救済の為、これら

ローンを国が買取ることを求めるもの

です。 

震災被災者が、マイナスからではなく、

せめてゼロから再出発できるようにす

る為、仙台弁護士会が主体となって進

めているもの。 

 
 

●ニコニコＢＯＸ 

本日の合計        ４３，０００円 

    累計                  １７５，０００円 

 

浅野健太郎さん  暑いです。 職場の

ビルも節電で、今年からはじめて半ソ

デのシャツを着るようになりました。 

伊達 幹さん  増田さん、長尾さんに

ニッコリされニコニコ。 

市川 隆さん  昨日の炉辺、とても楽

しかったです。 新人なので会費を少し

安くしていただきました。 川合さん、川

手さん、会長ありがとうございます。 

生駒昌太郎さん  暑中お見舞申し上

げます。 熱中症にご注意ください。 

片岡 鄕さん  本日の二木会、参加

できずに残念です。 ビールが美味しそ

うー！ 

川合 孝さん  昨夜のトゥゲザーズ炉

辺に参加していただいた皆様、ご苦労

様でした。 

川手直明さん  河炅珍さん卓話楽し

みにしてます。 なでしこ決勝進出おめ

でとう。 寝むいです。 

倉知英行さん  暑い日が、続きますネ。

家では、クーラーが壊れ、思わぬ理由

で省電しています！ 

増田静一さん  なでしこジャパンお見

事！！ 当クラブにはつってもらえない

かなあー。 

松木昭和さん  夜間例会の後、特訓

を受けました。 川合さん、清水さん、

新井さん、横山さん、浅木さん、ありが

とうございました。 頑張って行きます。 

長尾隆義さん  “なでしこジャパン”本

当に素晴らしいです。 ニコニコ。 

岡本 実さん  女子サッカーワールド

カップドイツ大会の日本チームは、すば

らしい。 決勝進出が決まりました。  

日本ガンバレ。 

大川丈男さん  ワールドカップサッ

カー女子、決勝進出を祝いまして。 

里内俊夫さん  原発は危ない、火力

でおぎなうと CO2の問題となる。 太陽

熱、風力、地熱の技術の進歩が望まれ

る。 それまでは、ガマンのコ。 

環境委員長 

鈴木康之さん  女子サッカーワールド

カップで“なでしこジャパン”が決勝に進

出しました。 素晴らしいことです。  

お目出とう。 

山崎武彦さん  家内の誕生祝いあり

がとうございました。 7月 5日でした。

 

 

 



 

●山の手伝言板 

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 27日（水）  親睦委員会炉辺  18：00～ 单青山「うすけぼー」 

第 2750地区 クラブ米山奨学委員長セミナー 

16:00～ ロイヤルパークホテル 

8月  4日（木）                 臨時総会  例会終了後 「例会場」 

            理事会  13:45～ 2F「橘の間」 

8月 11日（木）                 例会  お盆休み 

8月 18日（木）                 卓話  小林一博様 （山田さん紹介） 

8月 25日（木）                 卓話  テーブルディスカッション 

 

●第１１６８回例会予定 [2011 年 7 月 28 日（木）] 

 

祝賀者    誕生日      浅木 幸三さん（30日） 
 

卓話    「希 望 の景 色 」   増田太郎様 （宇野さん紹介） 

★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 片岡 郷 委員 

東京山の手ロータリークラブ 
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/

