
 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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・・・・・・          「それでこそロータリー」 

                               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・・・・・・・・・・・・・・       夫人誕生日                      髙村昌秀さん（12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・・・・・・・・・・・・・・・・  「  「ゴルフに於けるリスクマネージメント」  渡辺  司様  
 
次週予告・・・・・・・・・・・・       プログラム委員会 

新年賀詞交歓会 
2012年 1月 5日（木） 

会員数  62名 （対象） 62名 

当日出席数   40名（64.52%） 

前回修正出席率         （82.54%） 

 

●
辰年男 84才上田正昭さん・新居英一さ

ん、72才清水庸男さん・生駒昌太郎さん・ 
高木泰男さん、60才大川丈男さん、36才 
浅野健太郎さんの 7人が年齢差 48才と、ロ
ータリークラブならではの鏡割りを年男最年
長上田初代会長の音頭で、年始めの初例
会を盛大に締めて頂きました。 
 



●年男による鏡割り

上田さん、新居さん、生駒さん、 

清水さん、浅野さん 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

●

震災復興支援委員会  （清水委員長） 

＜2011-2012年度 義援金報告 下期＞ 

1/5  例会                       1８０，０００円 

1/5  小口                         ４３９円 

累計                                                      １８０，４３９円 
 
三陸山田漁協の復興カキオーナー募集

に応募していただいた方は、１口 5,000円
ですので、次週より事務局の入江さんにお
支払いください。 
本日の寄付 170,000円です。 下半期の

寄付金募集は 3月から受付けますので、よ
ろしくお願いします。 

 

●  
本日の合計                    １３１，０００円 

    累計                       １   ，５１１，２００円 
  

森本正昭さん 
生駒昌太郎さん 
鈴木康之さん  

今年は年男ですので、

旧年にも増してがんばろうと思います。 

 

 

宝くじが当たりました。

ただ３千円でした。それでもニコニコ。 

今年もよろしくお願いいたします。 

今年が日本にとってす

ばらしい年であります様に、又我が社に

とって、又私にとってすばらしい一年であ

ります様に！ 

あけましてお目出度う

ございます。 本年もよろしく。今年こそ、

よい年でありますように。 

おめでとうございます。

本年も宜しくお願いします。 

明けましておめでとうご

ざいます。 本年も頑張って出席します。

よろしくお願いします。 

良い新年を迎えられま

した。 ニコニコ。 

明けましておめでとうご

ざいます。 本年も楽しいロータリークラ

ブを期待しています。 賀状を頂いた方

には大変失礼いたしました。 

新年明けましておめで

とうございます。 本年もどうぞ宜しくお

願い申し上げます。 

新年になったら不思議

にもあれだけ悩まされた腰痛がすーっと

楽になりました。 今年はいいぞ！という

気分でニコニコです。 みなさん本年もよ

ろしく。 

新年明けましておめで

とうございます。 5/19 トゥゲザースに力

が入ってきました。 宜しくお願いいたし

ます。 

あけましておめでとうご

ざいます。 皆様よろしく今年もお付合下

さい。 
昨年は皆様に大変お世

話になりました。 今年も元気に参加した
いと思いますので、よろしくお願い致しま
す。 

上を向いて歩こう！ 倖
せは雲の上に、元気なら還暦を向かえ
た九ちゃん、歌うでしょう。 

 



明けましておめでとうご
ざいます。 今年も宜しくお願い申し上げ
ます。 

明けましておめでとう
ございます。 今年もよろしくお願いしま
す。 

明けましてお目出とう
ございます。 日本と世界の平和を祈り
ます。 

明けましておめでとう
ございます。 本年も宜しく願い申し上げ
ます。 

明けましておめでとうご
ざいます。 本年もよろしくお願いしま
す。 

賀正。 みんな元気で
良い年にしましょう。 

あけましておめでとうご
ざいます。 今年もよろしくお願い致しま
す。 できるだけ出席するように努めま
す。 

明けましておめでとうご
ざいます。 近々にトゥゲザースの役割
を皆さんにお願いにあがります。 よろし
くお願いいたします。 

新年明けましてお芽出
度う御座います。 正月早々サッカーの
天皇杯でＦ.Ｃ東京が優勝しました。 当
社もＦ.Ｃ東京の株主ですのでニコニコで
す。 

喪中につき新年のあい
さつを遠慮します。 本年もよろしく。  
当年 84才年男。 早速誕生祝い、御礼
申し上げます。 

昨年の宿題をどう乗り
切るか！ 今年の頑張りいかんです。 
どうぞよろしくです。 

皆様、明けましておめ
でとうございます。 去年が悪かった分、
今年は昇竜の勢いで全てが上昇するよ
うに祈っております。 

箱根駅伝、駒大２位
残念、来年はその上を狙っています（大
八木監督）。 皆様のご声援ありがとうご
ざいます。 

本年は皆様にとって良
い年になるようお祈り申し上げます。  
私も微力ながら頑張ります。 

皆様、明けましてお
めでとうございます。 今年も宜しくお願
い致します。  
先日、後藤さんに何か国の鉄道に乗っ

た事があるのと聞かれ、数えてみました
ら 32 ヵ国でした。 

新年おめでとうございま
す。 東北の復興と明日の日本のため
がんばりましょう。 

 

●
日時 2012 年 1月 5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 星野勇介。飯塚孝。春田正好。 

川合孝。倉知英行。山田清。 
山崎良雅。吉岡桂輔。北原慎庸。
渡邊恵一郎。川手直明。 

議題 
１． 地区委員（2012～2013）の件 
日野さんの地区クラブ支援委員会・職
業奉仕委員会委員長就任要請を承認。 

２． 奉仕活動等に着用するロゴマーク入り
上着の件 
色はグリーンで、備品として作ることを
承認。 

３． 退会の件 
菅耕治さんの 23年 12月 31日付退会
届を承認。 

４． 卓話者へのお礼の件 
ロータリアンの卓話は原則通り無料、退
会後の元会員等の卓話は一般者扱い、
但し東日本大震災等特別な時の卓話
は、担当委員会の判断で理事会承認
事項とする。 

５． 震災復興支援金の件 
①盛岡西 RC・大阪高槻 RC と山の手 RC
合同の大槌町浄水器支援プロジェクト
（ロータリーの友 1月号 29㌻揚載） 

②山田 RCと山の手 RC合同の山田町漁
業協同組合支援プロジェクト 

上記２つのプロジェクトは、前年度地区に
拠出した資金が東日本震災復興基金・
日本委員会より配分され戻って来たので
充当致しました。 



 

 
 

1月 11日（水）                       山の手手話サークル 

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

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 地区米山奨学生 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 

               登録 8：30  点鐘 9：00  閉会 17：00  懇親会 17：30 

★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  宇野 旭 委員長 

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      飯塚 孝さん（20日）        清水庸男さん（20日） 

祝賀者  夫人誕生日   新井秀幸さん（22日）  長尾隆義さん（25日） 

祝賀者   夫人誕生日  井上明義さん（19日）  片岡 鄕さん（20日） 

祝賀者  夫人誕生日   沖正一郎さん（24日） 

卓話   「現 代 アナウンサー事情 」    菅原牧子様 （山田さん紹介） 

 

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

