
 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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・・・・・・          「日も風も星も」 

                               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                      森本正昭さん（1日）  佐々木光勝さん（1日） 
祝賀者・・・・・・・・・・・・・・                        山崎良雅さん（3日） 
祝賀者・・・・・・・・・・・・・・     結婚記念日      西澤忠義さん（1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・・・・・・・・・・・・・・・・  「  「リ ー ダ ー シ ッ プ と は何 か 」  大 宅 映 子 様  
次週予告・・・・・・・・・・・・       プログラム委員会 



 

2011年 11月 17日（木） 

 

会員数  63名 （対象） 63名 

当日出席数   46名（73.02%） 

前回修正出席率         （80.95%） 

 

 

●

震災復興支援委員会  （清水委員長） 

＜2011-2012年度 義援金報告＞ 

前回までの合計                 ２，７１７，７７９円 

11/17 例会        １２０，０００円 

累計                       ２，８３７，７７９円 

米山奨学委員会  （北原委員長） 

１． 米山梅吉記念館からお願いの各クラブ

の会員 1人 100円寄付について、11月

10日の理事会で 63名分寄付金 6,300

円を承認し、送付しました。 

２． 2011-2012年度米山特別寄付金は、 

10月 6日から 11月 10日まで 4回受付

を行い、合計 42万円集まりました。  

皆さんのご協力に感謝いたします。 

３． （財）ロータリー米山記念奨学会から下

記の会員に米山功労者の感謝状が届

きましたので、今日会長からお渡し致し

ます。 

吉岡桂輔さん   

第２回米山功労者マルチプル 

後藤守機さん   

第４回米山功労者マルチプル 

森本正昭さん   

第５回米山功労者マルチプル 

 

静岡日本平ロータリークラブ報告 

（星野会長エレクト） 

創立 40 周年記念例会に出席致しました。

当日は記念式典に続いて、記念祝賀会が

多くの来賓を招いて盛大に行われました。 

山の手ロータリークラブから、吉岡会長

ノミニー、川手幹事、川合委員長と小生が 

出席しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOGETHERS 光友会報告 

（星野会長エレクト） 

神奈川 第14回光友会文化祭が豪雨の

中開催されました。 

参加の皆さんの熱気で悪天もろともせず、

盛況でした。 

参加者は、川合委員長と小生です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

●  

本日の合計                    ５７，０００円 

    累計            １   ，０５８，７００円 

結婚記念日のお祝いあ

りがとうございます。 

10月 19日に次男が

誕生しました。 

ようやく寒さを感じる

日々になりましたね。 私の好きな季節

です。 ニコニコ。 

寒くなったり、暑くなった

りと忙しいが、とりあえずニコニコ。 

山崎さんソバの会おい

しくいただき、かつ飲みました。 ありが

とうございます。 

昨日のそばの会、

TOGETHERS と合同大変盛大で楽しい

会でした。 山崎良雅さんご苦労様でし

た。 

先週例会と理事会で西

澤さんに大変お世話になりました。 あり

がとう御座いました。 

11/11～11/13 3650地

区大会へ出席して来ました。 D2750か

らはPガバナー6名と約 50名出席してい

ました。 おみあげが少々あります。 

昨夜のそばの会新そば

最高でした。 山崎さん大変お世話にな

りました。 

来週 24日（木）に復興

支援委員会一同 4名で山田町へ行って

きます。 いよいよ奉仕に向かって前進

します。 皆様のご支援もよろしくお願い

します。 

昨日幡野先生にインフ

ルエンザの予防注射をしていただきまし

た。 痛くも全くなく見事な腕前です。 す

ごく上手の一言です。 有難うございまし

た。 

長い間裁判の供託金と

して納付していた金 1億 1千万円が、和

解成立で帰って来ました。 正にニコニコ

です。 

1. 誕生日のお祝い

ありがとうございます。 

2. 昨夜のソバとトゥゲザースの会盛大で

したね。 

北様本日は卓話あり

がとうございます。 楽しみにしておりま

す。 

昨日の「そばの会」、山

崎さんはじめ、世話役の方々に大変お

世話になりました。 

 
 

 

 



 
 

12月  1日（木）      理事会  13:45～ 2F「橋の間」 

12月  6日（火）                     「留学生との交流会」  東京証券取引所見学 

12月  8日（木）                     12/5（月）に例会振替の為、お休みです。 

12月 22日（木）       卓話 「元旦の祈りー天皇陛下による四方拝」  

                                                                                         園 楽山様（山田さん紹介） 

2012年 

1月  5日（木）           新年賀詞交歓会 

1月 12日（木）           卓話 「ゴルフに於けるリスクマネージメント」 

                                                                                                       渡辺 司様（川手さん紹介） 

1月 19日（木）          卓話        菅原 牧子様（山田さん紹介） 

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  夫人誕生日          宇野 旭さん（17日） 
 

卓話                「大 震災 、その時家族は」  佐藤昌良様  （市川さん紹介） 

忘年家族夜間例会  

      ザ・キャピトルホテル東急         1F「鳳凰の間（西）」  

       受付 18：00  点鐘 18：30 

  

祝賀者  誕生日           片岡  鄕さん（13日） 

   夫人誕生日          星野勇介さん（5日） 

      結婚記念日         弘田明成さん（9日） 


