
 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROTARY  
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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・・・・・・          「奉 仕 の理 想 」 

                               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                               西澤忠義さん（19日）  横山雅也さん（20日） 
祝賀者・・・・・・・・・・・・・・       誕生日                               高橋宏和さん（21日）  渡辺彰敏さん（22日） 
祝賀者・・・・・・・・・・・・・・       誕生日                               神通康夫さん（26日）          増田静一さん（3/7日） 
 
祝賀者・・・・・・・・・・・・・・       夫人誕生日                          日野正紀さん（18日）  亀井 準さん（3/5日） 
祝賀者・・・・・・・・・・・・・・       夫人誕生日                          上田正昭さん（3/7日） 
 
祝賀者・・・・・・・・・・・・・・       結婚記念日                          日野正紀さん（21日）          高橋宏和さん（27日） 
祝賀者・・・・・・・・・・・・・・       結婚記念日                           松原俊夫さん（3/6日） 幡野永由さん（3/7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・・・・・・・・・・・・・・・・  「  「新 しい糖 尿 病 治 療 」   弘田明成 会員 
 
次週予告・・・・・・・・・・・・       プログラム委員会 



●
2012年 2月 9日（木） 
会員数  60名 （対象） 60名 
当日出席数   48名（80.00%） 
前回修正出席率         （86.67%） 

河野       拓さん （東京六本木ＲＣ） 
古木謙三さん （東京世田谷单ＲＣ） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（卓話者ガブリエラさんの国、ブラジルＲＣとの 
バナー旗交換） 

 
 

●

出席委員会        （神通委員長） 

上半期（７月～１２月）例会が 21回ありま
したが、その例会に 100％出席された方を
ご報告いたし、記念品をお渡し致しました。
渡邊惠一郎さん、川手直明さん、磯野道造
さん、伊達幹さん、山田清さん、市川隆さん、
以上６名の方々でした。 

震災復興支援委員会   （清水委員長） 
＜復興状況視察及び支援金贈呈報告＞
 

2011年３月 11日に起きた東日本大震災
は我が国にとって未會有の大損害を東北
地方にもたらしました。 
当クラブでは、一早く義援金を募り、被災者
へのお見舞いとして、地区ガバナーに総額
５００万円を託する事にしました。 
 ７月からの新年度を迎え、「被災地により
一層の支援を」のスローガンの下、震災復
興支援委員会を発足させる事にしました。
委員会では今年度の支援予算を５００万円
とし、会員各位に寄付をお願いする事に致
しました。 
同時に「支援は自分たちの手で、目に見え
るものに」とする会員一同の意思を具体化
するため、被災地を実際に訪問する事にし
ました。 
 今年度は東北の被災地３県の内、岩手
県を訪問地とする事にしました。 9月に盛
岡市を訪問し、新聞社の地元支局、市内ロ
ータリークラブから最新情報を収集、沿岸
部の山田町ロータリークラブとも連絡を取
り、現地視察を行いました。 その後、11月
には２回目の被災地訪問を行い、山田漁
業協同組合・船越小学校・隣町の大槌町
にも立ち寄り、被害の大きさと深刻さを痛
感致しました。 
その結果、今年度は次の３つの案件を

支援する事に決定しました。 
 
１）岩手県大槌町の仮設住宅に「安心・安
全」な水を提供するために、浄水器合計
４３０台を寄贈する大阪高槻ロータリーク
ラブと盛岡西ロータリークラブが主導す
るロータリークラブ合同支援プログラム
に参加（支援金１５０万円を送金）。  
この支援活動は盛岡タイムズ８月 23日、
岩手日報 10月 26日、東北新報 12月 17
日に記事化されました。 

 
２）岩手県山田町の三陸やまだ漁業協同
組合では、今回の津波災害でホタテ養
殖・漁船・漁具・魚網等全てを失い、復旧
の目途は立たない状況でした。 



支援委員会では山田町の復興には漁業
の再興が不可欠と考え、漁業協同組合
幹部との話し合いで、取り合えず 2,000人
の組合員が使う万丈籠 2,000個の提供を
申し出ました。 
そして本年１月、万丈籠が出来上がり、
今回贈呈式に臨む運びになりました。 
総予算の内、ロータリー財団復興基金 
日本委員会より 1,000,000 円の補助金と、
当クラブからの 2,192,000円の合計
3,192,000円を漁協に贈呈する事に決定
しました。 

 
３）岩手県大槌町立吉里吉里中学校吹奏
楽部ではかねてより楽器不足に悩んで
いましたが、今回の大震災で楽器購入
がさらに遠のいた事を大槌ロータリーク
ラブの道又会長より教育委員会を通じて
連絡があり、早速、吉里吉里中学校の
担当先生より具体的に楽器購入への支
援要請がありました。 
当クラブとして 1,300,000円の支援を決定、
今回寄贈に伺う事になりました。 

 
 
●  

本日の合計                                 ５５，０００円 
    累計                       １   ，７６６，２００円 
 

ＳＡＡの増田さんと目が合ったので。 
結婚祝いありがとうござ

います。 何とか仲良く続いております。 
久しぶりに出てまいりま

した。 皆様カゼなぞ引かぬ様ご注意下
さい。 

誕生日祝を有難うござ
います。 ２月11日紀元節に76才になり
ます。 ぼけないよう気を付けます。 

今日はガブリエラさん
の卓話たのしみです。 種谷さん引率お
つかれさまでした。 

昨晩、手話の会で童謡
「ふるさと」を習いました。 トゥゲザース
に出演するため参加者を募集中です。
連絡は増田さんまで、お願いします。 

増田さんの笑顔にさそ
われてニコニコ。 

来週はスキーツアーです
ね。 日野校長、倉知大幹事宜しくおね
がいいたします。 しばしトゥゲザースを
忘れます。 

今日は遅れて申し訳有
りません。 髙村さん有難とうございま
す。 

先週ハーフ 30台を出し
ました。 ニコニコ。 

手話の会、懇親会、
とても楽しかったです。 ありがとうござ
いました。 

寒い日が続きますが、
もうすぐ春がくるでしょう。 頑張りましょ
う。 

先日、広島・山口と一泊
旅行をしてきました。 萩の松下村塾で、
明治維新という革命を起こした若者達の
力をあらためて感じました。 若さの力を
あらためて感じてきました。 

今日は川手さんの代理
で司会をつとめます。 よろしくお願いし
ます。 

星野さん、明日の山
田町での贈呈式、私の替わりにご出席
ありがとうございます。 皆様へよろしく
お伝えください。 

 
 
●
「来 日 交 換 学 生 として 」  
地区青尐年交換学生  

ガブリエラ・ルジニキさん（ブラジル） 

 

 



 

 
 

2月 16日（木）                          ＴＯＧＥＴＨＥＲＳ実行委員会 11：00～ 4Ｆ「キャピトルバー」 

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

2月 17日(金)～19日(日)          スキーサークル  草津「シダーロッジ」 

2月 21日（火）                          ＴＯＧＥＴＨＥＲＳ 開催場所下見・打合せ 

     14：30～16：30 世田谷区民会館 

3月  1日（木）         例会休み（規定３） 

3月  1日（木）         二木会  18：00～ 「WINE CAFE ゲトライデ」 

3月 14日（水）    第 107回親睦ゴルフ会 「桜ヶ丘カントリークラブ」 

3月 15日（木）    卓話 「職業奉士について」  日野正紀会員 

3月 21日（水）    山の手手話サークル 

3月 22日（木）    卓話 「中国古美術の現状」  神通康夫会員 

3月 29日（木）    観桜会 「八芳園」  18:00受付 18:30点鐘 

4月 21日（土）～22日（日）  親睦旅行 「塩竈・松島の旅」 

★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     川手直明さん（9日）   里内俊夫さん（13日） 

祝賀者  夫人誕生日  冨樫       進さん（8日） 

祝賀者  結婚記念日  髙村昌秀さん（8日）            川手直明さん（ 9日） 

卓話   「  「若 者 はどこから来 るのか」    霜 栄 様 （山田さん紹介） 

 

 

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 

 

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

