
 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

新年賀詞交歓会 
 
 
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 ： 新井秀幸さん 
ビジター・ゲスト紹介・・・                   親睦委員会 
 
祝賀者・・・・・・・・・・・・・・       誕生日                                                               上田正昭さん（1日） 黒岩智行さん（1日）  
祝賀者・・・・・・・・・・・・・・       誕生日                                                               中嶋洋一さん（3日） 松木昭和さん（4日）） 
祝賀者・・・・・・・・・・・・・・       誕生日                                                               髙村昌秀さん（6日）  
 
祝賀者・・・・・・・・・・・・・・       夫人誕生日                      清水庸男さん（3日） 里内俊夫さん（5日）） 
祝賀者・・・・・・・・・・・・・・       夫人誕生日                      増田静一さん（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 
 
年男による鏡割・・・・・・・  「  新居英一さん 上田正昭さん 生駒昌太郎さん 清水庸男さん 

高木泰男さん 大川丈男さん 浅野健太郎さん 
 
次週予告・・・・・・・・・・・・       プログラム委員会 



●

2011年 12月 22日（木） 
 

会員数  63名 （対象） 63名 

当日出席数   39名（61.90%） 

前回修正出席率         （82.54%） 

・ゲスト 

清水 毅さん（西澤さん紹介） 

 

 

●

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                    ２，９２７，７７９円 

12/22  例会        ８０，０００円 

累計                           ３，００７，７７９円 

 

 

本日 22日で上半期目標の 300万円を達

成いたしました。 ご協力ありがとうござい

ました。 

過日、皆様にお願いしてました、三陸山

田の復興カキオーナー募集に多数ご応募

いただきありがとうございました。 つきまし

ては新年 1月 5日の例会時に代金の集金

を事務局入江さんが行いますので、よろし

くお願いします。 

 

 

●  

本日の合計                    ８３，０００円 

    累計            １   ，３８０，２００円 

 

山の手ＲＣの皆々様、

いろいろと有りましたこの一年ご苦労様

でした。  渡辺会長、川手幹事大変ご

苦労様でした。皆さん、「勝手なお願いで

すが！」来年も宜しくお願いします。 

「復興を神に祈りて年

の暮」来年もよろしくお願いたします。 

寒いです！ 体を大事

にして新しい年を迎えたいと思います。 

今年一年無事に過ごせ

そうです。 来年もどうぞ宜しくお願い致

します。 

平成 23年度は誠に大

きな問題、又、自然災害等が多発し、ま

さに、末世かと思う事もありましたが、し

かし無事に今年も終わりを迎えています。

小生も何とか病気を克服し、元気に新年

を迎えられそうです。 ニコニコです。 

今年も無事に終わり

そうです。 お世話になりました。 来年

もよろしく。 

 

 



私にとって 6回目のエト

年は、本当に世界的にも大凶年でした。

次の 7回目には汚名返上をとは願うもの

の果たして存命しているかなあ？来たる

辰年があらゆることの復活への手掛かり

を掴む年となることを願わずにはいられ

ません。 それにしてもお互い腰痛はこ

たえますね。 里内さん！ 

皆様のご協力のお蔭で

渡邊年度無事半分が過ぎようとしてます。

有難うございました。 皆様健康で新年

をお迎え下さい。 

今年も 1年間、皆様に

大変お世話になりました。 ありがとう御

座いました。 

皆さん、今年もなんや

かやとお世話様になりました。 良いお

年をお迎えください。 ニコニコもよろしく

です。 森本先生写真をどうもありがとう

ございます。 

多難な年でしたが、節

約、絆等得ることの多い年でした。 来る

年の平穏を願っております。 

今年最後の例会となり

ました。 皆さん 1年間ありがとうござい

ました。 どうぞ良い年を！ 

 

 

私は忠臣ぐらが好き

で、毎年 11月か 12月には見物します。

この芝居は日本人の心をあらわしている

と思います。 

入会して 5 ヶ月お世

話になりました。 来年も宜しくお願い致

します。 

今年は本当にお世話に

なりました。 感謝感謝の 1年でした。 

皆様良い年をお迎えください。 

来年もどうぞ良い年を

お迎え下さい。 

結婚祝いをありがとうご

ざいます。 江中ご夫妻の様に、程度に、

仲良くして行きたいと思います。 皆様よ

いお年を！！ 

本年最後の例会、次

年もよろしく。 

御家元、いつも示唆に

富むお話しと楽しい「いけはな」をご教授

いただき感謝しております。 今後もよろ

しくお願いいたします。 

1年間有難うございまし

た。 来年もよろしくお願いします。 

誕生日祝いをありがと

うございます。 64才になりました。   

年金まであと 1年です。 



 

 
 

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

1月 12日（木）                       クラブ協議会  13：45～ 2Ｆ 「橘の間」 

1月 19日（木）                     卓話 「現代アナウンサー事情」      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 ユディバラタ・セロさん 

2月  9日（木）                    卓話 「来日交換学生として」  

地区青少年交換学生 ガブリエラ・ルジニキさん 

2月 16日（木）                          卓話   弘田明成会員 

                  山の手俳句の会  14：00～ ２Ｆ会場 

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  夫人誕生日  髙村昌秀さん（12日） 

 

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） 

 

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

