
 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ： 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            沖正一郎さん （22日） 菅 耕冶さん（29日） 

後藤守機さん（30日）  市川 隆さん（11/3日） 
夫人誕生日       伊達 幹さん（23日）   長尾隆義さん（31日） 

菅 耕冶さん（11/6日） 
                 結婚記念日    鈴木康之さん（28日）    植田玄彦さん（28日） 
                                 佐〄木順一さん（30日） 上田正昭さん（11/3日） 
                                 里内俊夫さん（11/4日） 伊達 幹さん（11/4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 
フォーラム・・・・・・・・・・・        「職 業 奉 仕 」  
次週予告・・・・・・・・・・・・  プログラム委員会 

2011年 10月 13日（木） 

会員数  63名 （対象） 63名 

当日出席数   41名（65.08%） 

前回修正出席率         （87.30%） 

●  

10 月 21 日（金）世田谷 6 クラブ親睦ゴ

ルフ手伝いの為、入江さんは終日事務所

を明けます。 御用の方は幹事の携帯に

ご連絡ください。 



●

会員増強維持委員会  （倉知委員長） 

10月 11日山の手西グループ会員増強

セミナーが11クラブ参加のもと石井第2750

地区会員増強・クラブ拡大委員長を向かえ

ホテルオータニにて開催され、星野クラブ

運営委員長と私が参加いたしました。 

石井委員長より、日本の会員数は 15年

間で約 4万人減少し 8万 8千人に、会員数

61名を超えるクラブ数が 41%から 12%に減

少、クラブの小型化が進んでいるとの現状

報告がありました。 今年度の RI会長は、

40歳未満の新会員の勧誘と女性会員の増

強による会員基盤の多様化を優先課題と

考えているとのことでした。 

また、近年新入会員の 5年以内の退会

者数が増え、第2750地区で40%、西グルー

プでは 57%（当クラブ 53%）となっており、今

後維持委員会を独立させ、この問題への

対応をしていく方針であるとのことでした。 

続いて各クラブからの活動報告に入りま

したが、各クラブとも妙案がないようでした。

当クラブからはトゥゲザーズ等新入会員主

体の新たな企画が会員同士の親睦に大い

に役立っており、近年早期退会が劇的に

減少していることを報告いたしました。 

 

震災復興支援委員会  （清水委員長） 

1. 本日迄の寄付は2,082,773円になりまし

た。 皆様の一層のご協力をお願いし

ます。 

2. 昨 12日（水）に福神会員から大変嬉し

い電話をいただきました。 「欠席続き

で大変申し訳ないが、震災支援につい

ては最大限の協力をしたい。 今日 50

万円を寄付するので、被災地への支援

に役立てて欲しい。 委員会の皆様頑

張ってください」とのことでした。 

＜2011-2012年度 義援金報告＞ 

10/13 例会         １５０，０００円 

 〃  小口            ２４，３８６円 

10/14 福神さん     ５００，０００円 

累計             ２，５８２，７７９円 

 

親睦委員会  （横山ゴルフ幹事） 

10月 21日霞ヶ関カンツリー倶楽部で世

田谷 6 クラブ親睦ゴルフ大会を開催します。

当クラブがホストクラブです。 

 

新世代委員会 “TOGETHERS” 

  （川合委員長） 

1. 実行委員会にてチームリーダー、サブ

リーダーの人選に着手しています。 

2. 10/19（水） 18:00より、赤坂まごの邸

にて炉辺を行います。 

3. 11/16（水） 18:00より、赤坂まごの邸

にて炉辺の予定であったが、同日に

「旨い蕎麦を喰らう会」が催される為、

共催する方向で調整。 

「旨い蕎麦を喰らう会＆トゥゲザーズ」 

4. 11/19（土）辻堂光友会にて野菜の収穫

祭、BBQへの招待がありました。 

 

米山奨学委員会  （北原委員長） 

今月は米山月間です。 皆さんご協力い

ただきありがとう御座います。 先週 10月 6

日は 27人、今日 13日は 9人の方からそれ

ぞれ 1万ずつご寄付をいただきました。  

来週の例会も寄付の受付をしますので、よ

ろしくお願い致します。 

 

●
旨い蕎麦を喰らう会  （山崎良雅会員） 

11月 16日（水）に荻窪の「本むら庵」で

開催します。 ふるって御参加下さい。 

 

●  

本日の合計                    ５１，０００円 

    累計                 ８８７，７００円 



誕生日のお祝いありが

とうございます。 

久し振りの例会です。

先日気仙沼へ行ってきましたが、他にく

らべたらまだマシな方だと言われました

のにびっくりしました。 しっかり復興に

協力しましょう。 

家内の誕生日のお祝い

ありがとうございます。 ニコニコ。 

本日は結婚記念日の

お祝いをいただき有難うございます。 

結婚してから 48年を過ぎましたが、最近

は平穏な日〄を送っています。 所用の

ため欠席して申し訳ありません。 

明日からイタリア、フ

ランスにワインを飲みに行ってきます。

来週の例会はお休みします。 

今日は誕生日の祝いを

いただきありがとうございます。 今日 76

才になりましたが生涯現役をめざして頑

張りたいと思います。 

秋らしくなってきました。

展示会のシーズンで出張が多くなります。

来週はお休みさせていただきます。 

復興支援さらに、さらに

宜しくお願いいたします。

日野さん先週ガバナー

訪問ご協力有難とうございました。 大

変助かりました。 星野さん卓話ご苦労

様です。 

昨日うれしい事がチョッ

とありましたので、ニコニコです。 

いささか古い話になっ

てしまいましたが、結婚記念の品ありが

とうございました。 

スティーブ・ジョブズ氏

の死去惜みてもあまりなります。 マック

プラスから 23年間愛用している者には

残念至極です。 

震災から 7 ヵ月が経ち

ました。 山の手の復興支援も急を要す

る段階にきています。 皆様の一層のご

協力をお願いします。 

10月は一番過し易い

月。 あとはフトコロを暖めたく・・・。 

いつもニコニコ BOXへ

の御協力、有難うございます。 これから

も宜しくお願いします。 

来週は世田谷 6 クラブ

ゴルフ大会があります。 参加者の方よ

ろしくお願いします。 優勝しましょう！！

 
●
日  時  2011年 10月 13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。川合 孝。北原慎庸。倉知英行。 

       山崎良雅。山田 清。吉岡桂輔。渡邊惠一郎。川手直明。 

議  題 

1. 震災復興支援について 

震災復興支援委員会が現地訪問した岩手県山田町と具体的支援について、委員会が

中心になって進めて行くことを理事会で決定。 

2. 会員増強の為、入会金を検討する件 

入会金は今年度は据置、入会金を会員維持の為に使う工夫をする。 

3. 2012～13年度青少年来日学生受入れについて 

受入れ希望無しで地区に報告。 



 
 
 
 
 

10月 20日（木）   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」 

★10/27（木）の例会は振替休みです。 

11月 16日（水）～18日（金）  インターンシップ（職業奉仕体験学習）実施 

                    東京都立深沢高等学校 

11月 16日（水）  旨い蕎麦を喰らう会  18:30～ 「本むら庵」 

11月 17日（木）  卓話 「無用者の系譜」  北 連一様（山田さん紹介） 

            二木会 18:00～ 「ビアンカーネ」 

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/              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 

山の手西グループ IM（インターシティ・ミーティング） 
 
ホテルニューオータニ東京   ガーデンタワー5階 「鳳凰」 

受付 16:00  点鐘 17:00  閉会 20:30 

祝賀者  結婚記念日  横山雅也さん（12日）  町田行功さん（16日） 
 

卓話   「ロータリー財団を知ろう！」  地区 R財団副委員長 高橋茂樹様 

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

