
 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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・・・・・・          「日 も風 も星 も 」 

                               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・・・・・・・・・・・・・・       誕生日                               福神邦雄さん（18日） 
 
祝賀者・・・・・・・・・・・・・・       夫人誕生日                          江中武久さん（15日）  新井秀幸さん（17日） 
 
祝賀者・・・・・・・・・・・・・・       結婚記念日                          神通康夫さん（15日）  星野勇介さん（16日） 
祝賀者・・・・・・・・・・・・・・       結婚記念日                          井上明義さん（20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・・・・・・・・・・・・・・・・  「  「  「職 業 奉 仕 につ い て 」    日野正紀  会員 
 
次週予告・・・・・・・・・・・・       プログラム委員会 



●

2012年 3月 8日（木） 

会員数  61名 （対象） 61名 

当日出席数   38名（62.30%） 

前回修正出席率         （80.00%） 

星野敏夫さん （静岡日本平 RC） 

 

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・下期＞ 

前回までの合計          １８０，４３９円 

3/8 例会              ３３０，０００円 

累計                  ５１０，４３９円 

 

 

●  

本日の合計                                 ５２，０００円 

    累計                       １   ，８８８，２００円 

 

清水さんの入会を祝し

て。 

久し振りに風邪を引い

てしまいました。 今日は楽しい会合を

予定していましたのに宇野さん、川手さ

ん、江中さん、申し訳ございません。  

お詫のしるしに。 

３月１日、２日、会長エ

レクト研修セミナー無事終了証をいただ

きました。 次年度理事、委員長、委員

の皆様よろしくお願いします。 

三寒四温、春は確実に

やってきます。 先日、单伊豆に行ってき

ました。 河津桜は満開でした。 

亀井さん、二木会ありが

とうございました。 

私の誕生日と結婚記念

日、ダブルでお祝を頂き有難うございま

した。清水毅さん入会おめでとうござい

ます。 

風邪がなかなかぬけま

せん。 皆様用心を。 

先月の恒例草津スキー

ツアーでは、皆様の文字通りハンドツウ

ハンドのサポートで完走することが出来

ました。 ありがとうございました。 

清水さん入会おめでと

うございます。 

 

 

 

 

 



金子みすづさんの童謡

「雀のかあさん」より、 

○子供が子雀つかまえた ○その子の

かあさん笑ってた ○雀のかあさんそれ

みてた ○お屋根で鳴かずにそれ見てた

自分の大切な子供をつかまえられた雀

の親子の情景。 １寸の虫にも５分の魂

と昔から申します。 涙もろい私はこんな

話を聞くと胸がつまります。 

1.待望の初孫が生まれ

ました。 

2.今月から下半期の震災募金の受付け

をします。 よろしくお願いします。 

今日は家内の誕生日、

勇気を出しておめでとうと言います。 

久し振りですね、これ

からも頑張ります。 

霜様本日は卓話ありが

とうございます。 よろしくお願いいたしま

す。 

先日、最新鋭機ボーイ

ング 787に乗りに行って来ました。エンジ

ンは静かですし、技術の進歩はどこまで

続くのでしょうか。 

２月に世田谷区

民会館で開いた会場打合せ後に開いた

委員会のあまり金です。 

 

 
●

「若 者 はどこから来 るのか 」  

霜 栄 様 

●2011～2012年度 第 9回理事会議事録 

 

日時 2012年 3月 8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。江中武久。星野勇介。 

出席者 飯塚孝。川合孝。倉知英行。 

出席者 佐々木光勝。山田清。山崎良雅。 

出席者 渡邊惠一郎。川手直明。 

 

議 題 

１）TOGETHERS参加団体の件 

TOGETHERSに参加予定の、石巻福祉

法人祥心会 40名程の招待予算は、震災

復興支援の一環として、震災復興支援の

義援金より支出する。 

２）2012～2013年度地区委員の件 

2012～13年度地区ロータリー平和フェロ

ーシップ会委員に、片岡鄕さんの就任依

頼を承認する。 

３）名刺の件 

山の手ＲＣの名刺作成は、対外的に必要

であると幹事が認めた場合は、クラブの

費用で作成する。 

４）入会の件 

 福囿正志さんの入会を承認。 

 



 

 
 

 

3月 15日（木）        山の手俳句の会  14：00～ キャピトルホテル 

3月 21日（水）        山の手手話サークル 

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

4月     5日（木）    卓話 片岡鄕会員 

4月 11日（水）      2012-13年度 地区協議会  8：30～ 目黒雅叙園 

4月 12日（木）      卓話 「大ピンチを大チャンスに ─ 震災なんかに負けて 

たまるか」  大杉繁雄様（清水さん紹介） 

4月 19日（木）      卓話 「身近に迫るサイバー脅威の現実 ─ 新たな局面に 

                  入るサイバー戦争」  大澤 淳様（日野さん紹介） 

4月 21日（土）～22日（日）  親睦旅行 「塩竈・松島の旅」 

4月 26日（木）      卓話  田中剛様 （川合さん紹介） 

5月    3日（木）    例会休み （憲法記念日） 

5月 10日（木）      卓話 「昼下がりにシャンソンを・・・」  

友納あけみ様 （川合さん紹介） 

 

★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/              

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     春田正好さん（24日） 

祝賀者  結婚記念日  増田静一さん（24日）  倉知英行さん（27日） 

 

卓話   「  「中 国 古 美 術 の現 状 」    神通康夫 会員 

 

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

