
 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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・・・・・・          「山の手ロータリー讃歌」 

                               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・・・・・・・・・・・・・・       夫人誕生日                      宇野 旭さん（17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・・・・・・・・・・・・・・・・  「  「大 震 災 、その時家族は」   佐藤昌良様  
 
次週予告・・・・・・・・・・・・       プログラム委員会 

2011年 12月 1日（木） 
 
会員数  63名 （対象） 63名 
当日出席数   37名（58.73%） 
前回修正出席率         （85.71%） 
 

・ビジター 

佐々木昇さん（盛岡西 RC） 



●

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                    ２，８３７，７７９円 

12/1  例会         １０，０００円 

累計                          ２，８４７，７７９円 

新世代委員会「留学生交流」 （浅野委員） 

12月 6日（火）12時 40分から留学生交

流行事、東京証券取引所見学会を行いま

す。 お弁当を食べながらの留学生との交

流、見学、証券取引所担当者による日本

の証券制度に関するレクチャーを予定して

います。 
 

震災復興支援委員会  （日野委員） 

清水復興支援委員長、江中委員、川合

委員、それに私の 4人で岩手県山田町を

訪問し、いくつかの支援プロジェクトの下打

合せをして来ました。 

１． 山田町魚協への支援、万丈篭 2,000個

寄付。 

２． 山田町船越小学校への支援、6年生 

30人をまねく。 トゥゲザーズに出演。 

３． カキ養業者への支援。 

こうした支援を続けるためには、会員諸

兄の力添えが必要と思います。 宜しく願

います。 
 

環境委員会  （里内委員長） 

日頃は環境委員会の活動にご支援、ご

協力を賜わりありがとうございます。  

去る 9月 29日付「環境委員会からのお

願い」として、会員の皆様に「わが家の険

約アイデア」をご披瀝頂くべくお願いをいた

しておりますが、ご提出頂いていない向の

方々におかせられましては「節電の冬」を 

迎えて、ぜひ趣旨にご賛同賜わり来る 

12月 22（木）本年最終例会までに事務局

へご送信頂けますよう重ねてお願いを申し

あげます。 （A４書式失くされた方、事務局

へご連絡下さいませ） 
 
●  

本日の合計                    ４２，０００円 

    累計            １   ，１００，７００円 

大宅映子様卓話楽しみ

にしております。 

岩手の被災地は、よう

やく活動を始めたようです。 のんびりし

た政治の世界にはアキレています。 

やっと寒くなってきた感

じですが、身も心も暖かくしましょう。 

今日から師走、今年終

の月です。 健康に留意されて新年を迎

えて下さい。 

姉歯のお影で先日一級

建築士3年ごとの更新試験、古希過ぎに

は大変辛い一日でした。 合否は 1 ヶ月

後の発表です。 

先日の「土と遊ぶ」で採

れたじゃがいもをおいしくいただきました。

関係者の皆さんに感謝いたします。 

自動ドアにオデコから

ぶつかりました。 ガラスをわらずにすみ

ました。 

平均寿命を 2年過ぎ 85

才になりました。 余生を楽しく過ごすべ

く、皆様よろしくお願い致します。 

早いもので今年もあと 

1 ヶ月です。 寒さに負けずに元気で頑

張りたいと思います。 ニコニコ！ 

大宅映子様、本日の

卓話においで頂き有難うございました。

よろしくお願い申し上げます。 



誕生祝有難うござい

ました。 これからも宜しくお願い申し上

げます。 

今年はありがとうござい

ました。 来週の家族忘年会はよろしくお

願いいたします。 

いくら寝ても眠い・・・余

りの寒さに冬眠の季節となってしまった

ようです。 

久し振りに寒くなりま

した。12月師走に入り、これからロータリ

ー生活を楽しみましょう。 5 日夜間例会、

6日留学生との交流の東京証券取引所

に参加しまししょう。 
 

●

日時 ２０１１年１２月１日（木）１３：３０～１３：４５ 

場所 ザ・キャピトルホテル東急 １F「桐の間」 
 

クラブ細則第 5条第 1節により年次総会

を開催。 開催に先立って川手幹事より本

日の出席者 36名で細則第 5条第 3節に会

員総会 3 分の 1 以上達している旨の報告

があり、規定に従い渡邊会長が議長となり

経過報告のあと議案の審議を行った。 
 
第 1号議案 

2012～2013年度理事候補者の件 

星野会長エレクトより人選についての経

過を含め、次の通り候補者が発表され、全

員の拍手でこれを承認した。 

日野正紀。伊達 幹。増田静一。 

亀井 準。神通康夫。長尾隆義。 

浅野健太郎。松木昭和。 
 
第 2号議案 

2012～2013年度役員承認の件 

星野会長エレクトから次年度役員候補

者の紹介があり、これを議場に諮ったとこ

ろ、出席者全員承認し、次の者が役員に決

定した。 

星野勇介。吉岡桂輔。川手直明。 

渡邊惠一郎。髙村昌秀。磯野道造。 

●

日時 ２０１１年１２月１日（木）１３：３５～１３：４０ 

場所 ザ・キャピトルホテル東急 1F「桐の間」 
出席者 浅野健太郎。伊達幹。日野正紀。

神通康夫。亀井準。増田静一。
長尾隆義。星野勇介。 

 
議題   
１．役員選任の件 
以下の会員が選任されました。 
会長             星野勇介 
会長エレクト        吉岡桂輔 
副会長              川手直明 
直前会長                  渡邊惠一郎 
幹事                     髙村昌秀 
ＳＡＡ                  磯野道造 

 

●

日時 ２０１１年１２月１日（木）１３：４５～１５：００ 

場所 ザ・キャピトルホテル東急 ２F「橘の間」 
出席者 新井秀幸。後藤守機。星野勇介。 

飯塚孝。春田正好。倉知英行。 
山崎良雅。吉岡桂輔。北原慎庸。
瀧本司。渡邊恵一郎。川手直明。 

議題 

１． 震災復興支援の件 

岩手県山田町漁業復興支援の為、 

山田 RC と協同で魚を入れる万丈篭

2,000個を送ることに決定。 

２． TOGETHERSの進行状況の件 

世田谷区民会館の使用許可と世田谷

区の後援が取れたので、前年度同様ロ

ータリアンのサポートチームの立上げ

作業を始めます。 

３． タイ水害支援の件 

地区より支援依頼が有りましたが、山

の手 RCは独自に姉妹クラブタイバンラ

ック RCを通じてボート（10万円）を寄付

しました。 

４． その他 

奉仕活動等で着用するロゴマーク入り

の薄手のジャンパーを TOGETHERS前

までに作成する。 



2011年 12月 5日（月） 

忘年家族夜間例会 

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            （82.54%） 

ご夫人参加    17名 

留学生参加      3名 

旧会員参加      1名 

 

●

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                    ２，８４７，７７９円 

12/5  例会         ５０，０００円 

累計                          ２，８９７，７７９円 

 

●  

本日の合計           １５１，０００円 

    累計            １   ，２５１，７００円 

今夜は、皆さんと楽しく

一晩を送りましょう！ 宇野さん、司会の

松木さんご苦労様です。 

今年は TOGETHERS

が大成功でした。 来年も皆様よろしくお

願いいたします。 

忘年例会を祝して。 

夜間例会を祝して。 

本日の幹事さんありが

とうございます。 楽しませていただきま

す。 

第 26周年の忘年家族

夜間例会おめでとうございます。 

家内と楽しみにやって参りました。 

本日の会、盛会であり

ますように。 

忘年夜間例会楽しみで

すね。 お役の皆さん、ごくろう様です。 

本日の忘年家族会の

企画にあたり、親睦委員会の皆様ご苦

労様でした。 アメリカから来た交換学生

ゾイちゃんです。 趣味俳句です。 メデ

ィ同様よろしくお願いします。 

忘年夜間例会の盛会を

祝して。 来年は良いことがありますよう

に。 

忘年会だ！ 飲む

ぞ。 

今年も 1年間お世話に

なりました。 皆様には幸多い新年をお

迎え下さい。 

忘年家族夜間例会を祝

して今日は大いに楽しみたいと思いま

す。 

忘年例会ですが、忘れ

難い年でした。 



今年 1年、国家的には

たいへんな難局続きでしたが、私個人は

充実してカゼも引かず良い 1年でした。

きっとロータリーの一員としていろいろ楽

しい行事に参加できたことがプラスにな

っていると思います。 来年も楽しくやり

ましょう！ 

今年は前年の忘年家

族例会と同じぐらいお集まり頂き有難う

ございます。 委員会の皆様今日宜しく

お願いします。 

今日も元気に出席でき

てニコニコ！！ 

ひさしぶりに出席の夜

間例会にニコニコ。 

忘年夜間例会の盛会を

祝して。 

キャピトル東急ホテル

のイルミネーションとってもきれいでした。

たまには夜来るのも良いですネ。 ニコ

ニコ。 

結婚記念日のお祝いあ

りがとうございました。 43 年間、継続中、

ニコニコ。 

忘年家族夜間例会

の盛会を祝して。 

忘年家族会ありがと

うございます。 今年も無事にすぎそうで

す。 

忘年・家族夜間例会

にカンパイ。 

福神さん、お久し振りで

す。 例会にも是非出席してください。 

過日は多額の復興支援寄付をありがと

うございました。 

先週、後期高齢者にな

りました。 これからが青春です。 

日々気温の変化が激し

いです。 体調管理に気をつけましょう。 

いよいよトゥゲザーズの

実務が始動します。 よろしくお願いしま

す。 

家族忘年会の盛会を祝

してニコニコ。 

忘年家族夜間例会

の第二部を楽しみましょう。 明日は留

学生達との東京証券取引所見学です。

少し勉強でもするか。 

①私の趣味のお花の

検定も終わりほっとしております。 来年

できまりをつけるつもりです。 

②夜間例会を楽しみましょう！！ 

①バースディプレゼント

を有難うございました。 還暦を迎え、い

よいよ老人の仲間入りです。 

②今日の忘年家族夜間例会、楽しみまし

ょう。 



 
 

2012年 

1月  5日（木）           新年賀詞交歓会 

1月  5日（木）           理事会 13：45～ 2Ｆ 「橘の間」 

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 12日（木）           クラブ協議会 13：45～ 2Ｆ 「橘の間」 

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

1月 26日（木）        卓話「患者さん方への情報提供の新しい試み」 

                                             灰田 美知子様（山田さん紹介） 

2月  2日（木）           卓話  米山奨学生 ウナル・ビラルさん 

2月 17日～19日  スキーサークル  草津「シダーロッジ」 

2月 23日（木）        第 2750地区大会  ザ・プリンスパークタワー東京 

 

 
★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           吉岡桂輔さん（27日） 

   夫人誕生日          黒岩智行さん（24日） 

      結婚記念日         宇野  旭さん（27日） 

あ

卓話    「元旦の祈り―天皇陛下による四方拝」 園 楽山様（山田さん紹介） 

 

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

