
 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

国際ロータリー第 2750地区 ガバナー公式訪問 

 

点鐘・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 渡邊会長 

今週の歌・・・・・・・・・・・・・・・ 「君が代」 

ロータリーソング・・・・・・・・・     「四つのテスト」 

                               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         幡野永由さん（6日） 

   夫人誕生日 小野佐千夫さん（6日） 崎山 收さん（7日） 

                           松原俊夫さん（8日） 

                   結婚記念日 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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・        ガバナー  片 倉 章 雄 様  

次週予告・・・・・・・・・・・・・・・・ プログラム委員会 



2011年 9月 29日（木） 

会員数  63名 （対象） 63名 

当日出席数   40名（63.49%） 

前回修正出席率         （85.71%） 

江藤真規さん（瀧本さん紹介） 

 

●

震災復興支援委員会  （清水委員長） 

先週 9月 22日（木）に委員会のメンバー

全員（日野、江中、川合、清水）で岩手県の

被災状況の視察と調査に行ってきました。 

◎ まず、毎日新聞の盛岡支局を訪問し、

支局長の荒木氏から以下の話を聞いた。 

「①被災者は避難所から仮設住宅に移

り、そこでの新しい生活がはじまったが、

高齢者の移動手段が充分ではないと思

われる。 巡回マイクロバスの運行が望

まれる。 ②比較的大きな市では行政が

正常に機能しているが、大槌町、山田町

等は、行政の機能が充分ではないので、

復興支援のニーズが高いと思われる」と

の事であった。 

◎ 次に訪問したのは盛岡西 RC、折から

例会が開かれていた。 会長、幹事に復興

支援について聞いたところ、クラブでは陸

前高田の仮設住宅に 400台の浄水器を設

置するプロジェクトを先月 8月に行ったとの

ことであった。 

◎ 沿岸部の被災地の中から、陸前山田

町を選び、山田 RCに連絡をとり、訪問した。

山田町は人口 19,000人、犠牲者 900人、

地震・津波・火災による被害は甚大であっ

た。 山田 RCの菅原幹事は、山田の作文

コンクールの文集の発行に対する支援を

求めたい意向があったが、仮設住宅を巡

回するマイクロバスの運行についても、大

きな関心を持って話に乗ってくれた。 

 

●

ファイヤーサイド  （星野世話人） 

10月30日（日）に箱根旧街道を登って復

元された箱根関所跡までのハイキングで

す。 健脚な方、そうでない人も是非参加

下さい。 

 

●  

本日の合計                    ５５，０００円 

    累計                 ７７５，７００円 

素敵な誕生日プレゼ

ントをいただきまして、ありがとうござい

ました。 26日に 35才になりました。 

土と遊ぶプロジェクトで

は、関係の皆さん大変お世話様でした。

収穫が楽しみです。 



昨日、友人のライブを

見に行きました。カントリー、ブルーグラ

スミュージックって思っていたより良かっ

たです。 発見にニコニコ。 

日野さん、江中さん、清

水さん、川合さん、被災地調査訪問ご苦

労様でした。 

お久し振りです。 

秋めいてすごしやすくな

りましたが、朝方などは冷えるらしくうっ

かりすると風邪を引きかねません。 年

長会員のみなさんお互い体調には気を

つけましょう。今日も元気でニコニコ！ 

先週 22日に震災復興

委員会全員で岩手県の被災地に行って

きました。 あらためて支援の決意をか

ためました。 皆様のご協力をお願いし

ます。

先日藤ヶ谷 CCのコン

ペに、後藤さんワインの差入れ有難うご

ざいました。 

冬のニューカレドニアに

ダイビングに例会をさぼって行って来ま

した。 お目当てのブラックマンタにも出

会え、ニコニコでした。 

うれしいことがたくさん

ありましたので。 

やっと秋らしい気候にな

りました。 ニコニコ。 

ようこそ江藤真規さ

ん。 大歓迎でご入会お待ちします。 

ことし 3月 5日、東北新

幹線に「はやぶさ」が青森まで 3時間 10

分で走った。その 6日後東北大震災で線

路はズタズタ。しかしたいしたものですネ。

震災から50日で新幹線を全通させ、そし

て 9月 23日、三連休初日にあの「はや

ぶさ」を元通りの 3時間 10分で青森まで

走らせる。 日本の鉄道技術はすごい。 

やれば出来る。81才の私も頑張ります。 

先週 22日にはじめて、

震災被災地へ行ってきました。 お付合

いいただいた委員の日野さん、江中さん、

川合さん、ありがとうございました。 

“土と遊ぶ”大成功でし

たね。 子供達の生き生きした目をみる

と参加して良かったなぁと思いました。 

9月 19日の「土と遊

ぶ」以来で、久し振りの例会と勘違いし

ました。 

水巻様本日はありがと

うございます。 よろしくお願いいたしま

す。 

昨日、高校時代の集り

があり、楽しかったです。 久しぶり（20

～年）ぶりでした。みんな、第 2の人生に

向って、てきとうに生きていました！ 

先週、秋の味覚を訪ね

て別所温泉に行き、国産の松茸を味わ

いました。 倉知さん、大変お世話になり

ました。 ニコニコ。



 
 
 
 
 

10月 6日（木）  クラブ会長・幹事との協議会  11:20～12:10 2F 「藤の間」 

10月 13日（木）  理事会  13:45～  2F「橘の間」 

 10月 20日（木）  卓話 「職業奉仕フォーラム」 

                 山の手俳句の会  14：00～ キャピトルホテル 

             TOGETHERS定例打ち合わせ  

10月 21日（金）  世田谷 6 クラブ親睦ゴルフ大会  霞が関カンツリー倶楽部 

10月 26日（水）  山の手 RC ご夫人会「遊友会」 

               11:00～  桜新町 「虎幻庭」 

10月 28日（金）  ５１０会  18:00～ 青山ダイヤモンドホール B1「セブンシーズ」 

10月 30日（日）  ファイヤーサイド 「箱根旧街道散策ハイキング」 

11月  2日（水）    山の手西グループ IM（インターシティ・ミーティング） 

★10/27（木）の例会は振替休みです。 

12月  6日（火）    新世代委員会 「留学生との交流」  東京証券取引所見学 

★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/               

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     磯野道造さん（13日） 江中武久さん（14日） 

       夫人誕生日  市川 隆さん（14日） 

      結婚記念日  飯塚 孝さん（19日） 
 

卓話   「国際ロータリーについて」  星 野 勇 介 会 員  

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

