
 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

山の手西グループ  ガバナー補佐訪問 

 

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 ： 黒岩智行さん 

ビジター・ゲスト紹介・・・・・・           親睦委員会 

祝賀者・・・・・・・・・・・・・・・・・    誕生日        宇野 旭さん（13日） 植田玄彦さん（14日） 

                   夫人誕生日 磯野道造さん（10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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    「イニシエーションスピーチ」 

佐々木光勝さん  市川 隆さん 

次週予告・・・・・・・・・・・・・・・・ プログラム委員会 

2011年 9月 1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         （87.30%） 

髙橋ゆきさん（渡邊会長ゲスト） 



●

9月 8日はガバナー補佐訪問で協議会

を行いますので、各委員長でご都合の悪

い方は委員の出席をお願い致します。 

 

●

広報委員会  （春日委員長） 

会員の中から入会後 5～6年の人を 10

人程選んで、その人の仕事の内容やキャ

リアなどをヒアリング・レポートのようにして

会員間に配布しようと考えています。 もち

ろん、本人の承諾のもとに行いますが、ま

とまり次第、順次これを配布します。 会員

交流・親睦を促す一助になればと思ってい

ます。 

 

震災復興支援委員会  （清水委員長） 

本日9月1日から、震災復興支援募金を

はじめました。 初日の成績は、6名×5万

円＝30万円でした。 次週以降 9月中をめ

どに年間目標の半分 250万目指してガン

バリます。 皆様のご協力をお願いします。 

 

●  

本日の合計                    ６８，０００円 

パクパクポット         ５００円 

    累計               ５６８，７００円 

今日は、震災訓練の日

です。 きのうも少し揺れたけれど大事

に至らずまずまず。 野田内閣の発足が

日本の混乱を収めて、将来の良い方向

にリードすることを願うばかり。 政治衆

諸氏よ少しはやる気を見せて頑張ってく

れ！

宇野さん25年史ご苦労

様でした。 入江さんおつかれ様。 すば

らしい 25年史です。 

①先日は川合さんの愛

する奥様の手料理ごちそう様でした。 

②北海道に里帰りしていた孫が帰って来

て一気に賑やかになりました。 

  ③一昨日の TOGETHERS炉辺飲み代

のおつりも合せて。 

野田新首相に日本の

再建を期待しています。 ガンバレガン

バレ野田首相！！ 

8月上旬から夏風邪を

こじらせて今日まで病院がよいです。 

病院が好きなのでニコニコです。 

宇野さん、記念誌どうも

ありがとうございました。 目がさめまし

た。 

今日は 9/1頑張って行

きましょう。 

先日は、春日さんが、

わざわざ川崎溝ノ口の会社にきてくれ、

面談をしました。 ごくろうさんでした。 

先週の例会は体調

不良で休みました。 2週間以内にメー

キャップをします。 

先日はTOGETHERミ

ーティング、勉強させて頂きました。 炉

辺も有りがとう。 

このところチョットした揺

れが多い。 ゆうべもアトリエで仕事をし

ていたらガクンと来た。 ナマズくん静か

にしてくれないか。 ボクは坐骨神経痛

なんで、すぐには逃げ出せないよ。 

先日、思いがけなく、大

井 Kから、プレゼントをいただきました。 

お付合いいただいた新井先生ありがとう

ございました。 

久しぶりにイギリスに行

ってきました。 田舎の方をぶらぶらして

楽しかったのですが、予想以上の寒さに

風邪を引いてしまいました。 



9月になりました。 今

月も元気よく。 

9月 1日、防災の日、

私のゲスト、高橋ゆきさんです。 よろし

くお願い致します。 

村石様、本日はよろしく

お願い申し上げます。 楽しみにしており

ます。 

先日、韓国の新幹線

KTX と、特急セマウル号に乗りに行って

来ました。これで鉄道に乗った国は、32

ヶ国になりました。 

弟の結婚式とリフレッシ

ュを兼ねてハワイにいきました。 日本

は暑い！！ 

夏休みトルコに行きまし

た。歴史あるイスタンブールとエーゲ海

を楽しみました。ニコニコ。

日  時  2011年 9月 1日（木）  13:30～15:00 

場  所  ザ・キャピトルホテル東急  2F 「藤の間」 

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。渡邊惠一郎。川手直明。 

議  題 

1. ガバナー補佐訪問について

発表時間が少ないので社会奉仕、SAA、会員増強、米山奨学等の委員長に発表し

て頂くクラブ協議会とする。 

2. TOGETHERSの進行報告 

世田谷区の後援が得られる様、瀧本実行委員長を中心に実行委員会で企画をま

とめ、11月ごろを目途に申請出来る体制を作る。 

3. 土と遊ぶについて 

9月 19日種植えの準備を早急に整える。 

4. 米山奨学事業について 

9月 8日に会員の皆さんに米山記念奨学事業についての主旨等説明し、10月

の 米山月間に特別寄付金 1口 1万円以上の協力をお願いする。 

5. 入会金について 

会員増強を考慮して山の手西グループ等の入会金額を調べて次回以後検討す

る。 

6. 2010～2011年度決算書について 

江中直前会長の報告で了承。 

7. 江中年度で辰野ガバナーに託した震災義援金の配分方法を、ガバナー補佐を通して

ガバナー公式訪問の時に報告して頂く。 

8. 元会員や奥様の死亡に関して、山の手 RC の慶弔規定に無いので会長・幹事の判断

で弔電等で弔意を表す。



 
 
 
 
 

9月  8日（木）  クラブ協議会  13:45～ 2Ｆ「藤の間」 

9月 14日（水）       山の手手話サークル 

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

            「TOGETHERS」 定例打合せ 例会終了後「オリガミ」 

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 「医療のグローバル化と震災・日本の成長戦略モデル」 

水巻中正様（山田さん紹介） 

10月 5日（水）  第 106回親睦ゴルフ会   我孫子ゴルフ倶楽部  集合 7:30 

10月 6日（木）  国際ロータリー第 2750地区 ガバナー公式訪問 

            卓話  片倉章雄ガバナー 

クラブ会長・幹事との協議会  11:20～12:10 2F 「藤の間」 

★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 

 

祝賀者  誕生日     弘田明成さん（15日）  浅野健太郎さん（26日） 

       夫人誕生日  吉岡桂輔さん（22日） 

      結婚記念日  市川 隆さん（21日） 
 

卓話  「神田上水と松尾芭蕉 」  大松騏一様 （山田さん紹介） 

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

