
 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

       

 

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・・・・・ 「四つのテスト」 

                            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                伊達 幹さん（24日） 

               夫人誕生日     山田 清さん（24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・・・・・・・・・・・・・・・       「不 思 議 な国 ・北 朝 鮮 」  小林一博様 

次週予告・・・・・・・・・・・ プログラム委員会 

2011年 8月 4日（木） 

会員数  63名（対象） 63名 

当日出席数   42名（66.67%） 

前回修正出席率         （85.71%） 

岩佐竹治さん（東京世田谷单 RC） 

服部 誠さん （東京世田谷单 RC） 

冨田 稔さん （東京世田谷单 RC） 



●

インターンシップ（都立深沢高校生職業

体験実習）を春日会員・崎山会員・後藤会

員・川合会員の企業が受け入れてください

ました。 

 

●

新世代委員会・ＴＯＧＥＴＨＥＲＳ 

   （瀧本実行委員） 

1. 今年度「トゥゲザーズ」イベントの日付と

会場が決定。 理事会にて詳細報告の

予定。 （2012年 5月 19日（土）、世田

谷区民会館） 

2. 実行委員会に大川さん、市川さんが参

加いただける。理事会後打ち合わせ。 

ＴＯＧＥＴＨＥＲＳ報告 

（星野実行委員） 

「ロータリーの友」誌８月号の 27ページ

に、ＴＯＧETHERSが載っております。 

ご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●  

本日の合計        ８５，０００円 

パクパクポット      １０，５００円 

    累計               ４１１，０００円 

お世話になっております！！ 東京世田

谷单 RC第４１期スタートにあたり、ごあ

いさつにまいりました。 よろしくお願い

申し上げます。 岩佐会長、冨田会長エ

レクト、服部幹事

沖さん、本を有難う御

座います。 「あきない」ように仕事に精

をだします。

夏、暑さを楽しく過ごし

たいと思います。 

雤雤雤の穂高岳。なさ

けないやら、悲しいやらの４日間でした。 

でも何となくニコニコ。 

世田谷单岩佐会長・次

年度会長冨田さん、服部幹事ようこそお

越し下さいました。 

４人の子持ちの次男は、

このほど念願がかなって新しい家に転

居しました。マンションを手放して戸建て

住宅に移ったのですが、売りと買いとを

同じ日に成約するという離れ技をやって

のけ業者も驚嘆。 ねばり強い説得と交

渉力の成果ですが、わが子ながら天晴

れ！ ニコニコ。 

少なくてすみません。  

愛してます。 

世田谷单岩佐会長、服

部幹事、冨田会長エレクト、訪問有難う

ございます。 

今日も元気でニコニ

コ！！ 

吉岡さん、ヨットレース

の結果はいかがでしたか？ 

久しぶりの二日酔いで

す。フラフラしてなんと気持ちのよいこと

かな。 

円高も７８円と進み、日

本経済もなかなか元気になりませんが、

今月からの自動車の増産に期待したい

と思います。 

沖様、楽しみに読ませ

ていただきます。 

沖正一郎さま、著書

をありがとうございます。 

松井の大活躍にニコ

ニコ。 



牛肉だけでなく、主食の
米まで検査するとか。 ドエライことです。
ところで環境委員長の私、坐骨神経痛で
痛い！イタイ！そんなわけで、ショッパナ
の大事な７月サボってしまいました。 ス
ミマセン、９月から頑張りますので皆様ご
協力よろしくお願いします。 最敬礼。 

飯塚さん先日はありが
とうございました。 

家内の誕生祝を頂きあ
りがとうございます。 

沖さん、本をありがとう
ございます。早速読ませていただきま
す。 

忘れていた家内の誕生
日を教えてくれるロータリー。沖さんの本
代と合わせてニコニコです。 

飯塚さんやったね。 同
じ老人としてうれしいよ！ 

会長ノミニー指名選
挙、清き投票です。 

ちょっと良い事がありま
したので・・・・。 

外洋ヨットレースのパー

ルレースに先週金曜日から日曜まで参

加し、鳥羽の五ヶ所湾から江の島まで１

８０マイル（海里）を完走しました。  

５０時間かかりましたが、ニコニコ。

●
「会長ノミニー指名特別委員会委員選挙」  星野会長エレクト 
8月4日（木）に、会員４１名（過半数）が出席し選挙が行われた結果、選考委員は、江中

武久さん、後藤守機さん、日野正紀さん、飯塚孝さんが選出されました。 これに渡邊会長、
川手幹事、星野会長エレクトを加えた７名にて会長ノミニー指名特別委員会といたします。 

9月 1日（木）例会及び理事会終了後に第１回委員会を開く予定です。 委員の方はご
出席願います。 
 
 
●

日時  ２０１１年８月４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。春日正好。川合 孝。 

北原慎庸。倉知英行。髙村昌秀。山田 清。山崎良雅。吉岡桂輔。 

市川 隆。大川丈男。瀧本 司。渡邊惠一郎。川手直明。 

議題 

１） ガバナー補佐訪問時のクラブ協議会について 

奉仕活動を中心に委員会の議題を決めて発表し、ガバナー補佐に講評を頂く。 

２） ＴＯＧＥＴＨＥＲＳの進め方について 

開催日５月１９日と会場が世田谷区民会館に決定したので、実行委員会と世田谷区

保健福祉部と具体的な打ち合わせに入る。 

３） 東日本大震災復興委員会の名称変更について 

震災復興支援委員会に名称変更します。 復興支援方法について８月８日の炉辺で

決める。 

４） 期間付地区委員就任の件 

２０１１年７月２０日～２０１２年３月３１日まで、地区ロータリー・コーディネーター支援

グループ委員として星野勇介さんの就任を承認。 

５） 事務局パソコン買替について 

大川丈男会員に機種の選定やアフターのアドバイザーになって頂く。 



 
 
 

9月  1日（木）                 卓話 「マージャン談義－大阪通天閣の沢闘」 

村石利夫様 （山田さん紹介） 

                 理事会  13:45～ 2F「藤の間」 

9月  8日（木）  ガバナー補佐訪問 

                                    卓話 「イニシエーションスピーチ」  佐々木光勝さん 市川 隆さん 

クラブ協議会  13:45～ 2Ｆ「橘の間」 

9月 15日（木）  山の手俳句の会  14：00～ キャピトルホテル 2Ｆ 

9月 19日（祝月）   地域社会委員会「土と遊ぶ」 イモ種植え 

              11：00集合 城田農園 

9月 22日（木）                 例会休み（規定１） 

9月 29日（木）                 卓話   水巻中正様（山田さん紹介） 

 

 
卓話  テーブルディスカッション 

★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/

