
 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

今週の歌・・・・・・・・・・・・  「君が代」 

ロータリーソング・・・・・・     「奉仕の理想」 

                               ソングリーダー ： 佐藤雅巳さん 

ビジター・ゲスト紹介・・・                 親睦委員会 

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

次週予告・・・・・・・・・・・・  プログラム委員会 
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2011年 10月 20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         （84.13%） 

安藤和也さん（岡山西 RC） 

岩崎 茂 さん（入間 RC） 
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2011年 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） 

会員数  63名 （対象） 63名 

当日出席数  20名（31.75%） 

前回修正出席率         （82.54%） 

 

●

環境委員会  （里内委員長） 

本年度の目標は「地球を汚さない智恵と

工夫」でございます。 その智恵と工夫で最

良の空間づくりをなされておられる会員各

位よりその一端を「私はこうして節約（倹

約）している」と、つぶやいて頂いてかねて

お配りしたご提言表にご記入下さいますよ

う、よろしくお願いを申し上あげます。   

お送り頂く先は、クラブ事務局     

（FAX 5561-6520）でございます。 

 

SAA  （山崎（良）SAA） 

最近また例会時に携帯が鳴っています。

例会場に入る際は、ケイタイはマナーモー

ドにして下さい。 

 

「ロータリー財団」にご協力を 

11月は、ロータリー財団月間です。 

ロータリー財団の使命は、年次計画書に記

載していますが、ロータリー財団は、

2013-14年度より、新しい補助金制度に移

行することになっています。 昨年度から 3

年間に渉って試験的プログラムがスタート

しているそうですが、その具体的内容の報

告がなされていません。 従って、今年度

は、年次寄付として指定されている一人

100 ドルを会員全員からご寄付していただ

くことを目標としたいと存じます。 ロータリ

ーでは、現在 1 ドル 78円のレートで計算す

ることになっていますが、当クラブとしては、

日本円で 8,000円を申し受けたいと存じま

すので、よろしくお願い申し上げます。 

 

●

ファイヤーサイド  （星野勇介さん） 

10月 30日（日）ファイヤーサイドで箱根

旧街道ハイキングを行いました。 紅葉に

はまだ早く、当日は雨天も予想されました

が、ハイキング中はほとんど雨も降らずに

箱根関所跡まで行くことが出来ました。  

帰りは湯本の蕎麦屋はつ花で懇親を深め

ました。 今回は大崎 RCの古谷さん夫妻

も特別参加致しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



●  

本日の合計                    ５２，０００円 

    累計                 ９３９，７００円 

 

結婚記念と女房の誕生

日のお祝ありがとうございます。    

感謝感謝。 

昨日トゥゲザーズの炉

辺にご参加していただいた会長、幹事及

び実行委員の皆様ご苦労様でした。  

会員増強委員長の倉知さんにも参加し

ていただきありがとうございました。

昨日 TOGETHERSの炉

辺に倉知増強維持委員長も参加して頂

き、積極的に増強の為の活動をして下さ

り有難とうございます。 

米山月間に御協力いた

だきありがとう御座います。 

先日プライベートコンペ、

鈴木さん様々お世話になりました。   

当日、二度ととれないドラコンを頂きまし

たのでニコニコへ。 

本日は妻の誕生のお

祝いありがとうございました。 

85才の祝い有難うござ

いました。 「何くそ」85年です。 未だ暫

く、88を目指してガンバリます。 

昨夜の炉辺トゥゲザ

ーズとっても楽しかったです。 ありがと

うございました。 ニコニコ。 

 

山崎良雅会員に教わっ

たロムニー鉄道、15日間の海外出張の

うち半日サボッテ乗って来た。 ロンドン

から单单東に 200粁、ニューロムニーか

らダンジェニ間を 35分で走る。 線路巾

39糎、車体の幅 1米、高サ線路から屋

根迄 1.6米、伽の国の汽車のようだが時

速30粁の商業運転、機関車はボクより4

歳上の 85歳、客車 8両を引張るすぐれ

もの、僕もまだ頑張らなくちゃ。 

“がんばれ日本”その一

言に尽きます。 

今月の 28日が、51回

目の結婚記念日です。 今後共宜しく御

交誼の程お願い申し上げます。 

結婚祝いをいただき有

難う存じます。 

さわやかな秋です。  

ニコニコ。 

昨晩の Togethersの

炉辺は楽しかったですね。 つい喰べ過

ぎました。 

明日は世田谷 6 クラブ

ゴルフ会です。 参加者、お手伝いの方、

よろしくお願いします。 

 

 

 

 

 



 

11月 10日（木）  理事会  13:45～  2F「橘の間」 

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）  二木会 18:00～ 「ビアンカーネ」 

11月 23日（水祝） 地域社会委員会 「土と遊ぶ」  イモ収穫 

                  11:00～ 城田農園 

11月 24日（木）  例会休み（規定 2） 

12月  1日（木）     卓話  大宅映子様（小野さん紹介） 

12月  5日（月）    忘年家族夜間例会 

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 

12月 15日（木）  卓話  佐藤昌良様（市川さん紹介） 

★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 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     渡邊惠一郎さん（20日）  鈴木康之さん（28日） 

         夫人誕生日  横山雅也さん（22日）    松木昭和さん（24日） 

結婚記念日  新井秀幸さん（17日）    岡本 実さん（18日） 
 

卓話   「無 用 者 の系 譜 」   北 連一様 （山田さん紹介） 

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

