
 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 
今週の歌・・・・・・・・・・・・       「君が代」 
 
ロータリーソング・・・・・・          「我 らの生業 」 

                               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                          堅田 豊さん（10日） 
 
祝賀者・・・・・・・・・・・・・・       夫人誕生日                       北原慎庸さん（5日） 
 
祝賀者・・・・・・・・・・・・・               結婚記念日                          生駒昌太郎さん（6日）  柴崎 聡さん（7日） 
 
祝賀者・・・・・・・・・・・・・               結婚記念日                          山田 清さん（11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・・・・・・・・・・・・・・・・        「アロマ空間 デザイン（会社で、お店で、ご家庭で）」 
 
祝賀者・・・・・・・・・・・・・               結婚記念                      日                          片岡 鄕 会員 
 
次週予告・・・・・・・・・・・・       プログラム委員会 



●

2012年 3月 29日（木） 

観 桜 会 

会員数  62名 （対象） 62名 

当日出席数   38名（61.29%） 

前回修正出席率         （81.97%） 

ご夫人出席数                                                   14名 

ご家族出席数                                                             1名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入会式 福囿正志さん（川合さん紹介） 

 

 

●  

本日の合計                                 １１４，０００円 

    累計                      ２   ，１２１，２００円 
 

幹事さんご苦労様で

す。 桜が間に合いましたね！ 八芳

園に 30年ぶりに来ました。 

今日は、特別に 2名で

桜を観に来ました。 よろしくお願いしま

す。 

やっと春らしくなりまし

た。 お花見です。 ニコニコ。 

まだこない我がつきと

桜かな。 

桜の花があまり見えな

い観桜会ですが、ゆっくり楽しみたいと

思います。 

2年ぶりの観桜会に皆

様ようこそおいで下さいました。 楽しく

一時をお過し下さい。 

家内の誕生祝いをあ

りがとうございます。 早く、戻ってきて

くれることを待っていますよ！！  

ニコニコ。 

初めての観桜会楽しみ

です！！ ニコニコ。 

今日の陽の光は大変

明るく感じました。 観桜会を楽しみまし

ょう。 

観桜会花なし、花よ

り団子でいこう。 

今日は観桜夜間例会

を楽しむことにしましょう。 

先日の例会を休みま

したが、誕生日祝いが自宅に届けられ

ました。 家中にほのかな香りが充ちて

ゆったりと良い気分になりました。  

ありがとうございました。 



ソングリーダー、アカペ

ラで後藤さん！ピンチヒッターよろしくお

願いします。 

福囿正志君入会おめで

とう。 

① 先週から山形、盛

岡、名古屋、京都と忙しく楽しく過しまし

た。元気が何よりです。 

② 福囿さん入会おめでとうございま

す。 

桜はまだですが、観桜

会を楽しみに来ました。 でもカワズ桜

がきれいに咲いていてニコニコです。 

桜は少し遅れている

様ですネ。 昨日福島の三春から今年

も是否滝桜を見に来て欲しいとのメー

ルが来ました。 昨年も訪問しましたが

皆様も是否。 

だぁーいすきな、カミさ

んと一緒でニコニコ。 

4月 3日で還暦になり

ます。 あらためまして新しいスタートを

きりたいと思います。ニコニコ。 

 

観桜会に花がなくと

も楽しめるしあわせをかみしめていま

す。 

桜の会にカンパー

イ。 

梅の開花は 1 ヶ月おく

れ、でも桜の開花は予定通り、植木屋

のセガレの私にとって初めてのことで

す。 

本日の観桜会よろしく

お願いします。 福囿さんようこそ。 

本年の観桜会の盛会

を祝して。 ニコニコ。 

桜はまだかいな～。 

今年は開花宣言が

遅れていますが、満開を楽しみにして

います。 この場を借りまして、ご夫人

方の 5/19（土）トゥゲザーズの行事に、

お忙しいなかご協力をお願い致しま

す。 

観桜会おめでとうござ

います。 昨年はキャンセルでしたので

大変うれしいです！ 

今日は楽しい観桜会。

心の眼で満開の桜を楽しみましょう。 



 

 
 
 

 

4月    5日（木）      理事会 13：45～ ２Ｆ「藤の間」 

TOGETHERS実行委員会ミーティング  

理事会終了後 ２Ｆ「藤の間」 

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

                  山の手手話サークル 

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） 

                  山の手俳句の会 

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 「プロポケットビリヤードプレーヤーとして」 

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    6日（日）～9日（水）   2012年ロータリー国際大会  開催地 バンコク 

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） 

5月 30日（水）      第 108回 親睦ゴルフ会  「相模原ゴルフクラブ」 

 
 

祝賀者  誕生日     冨樫 進さん     （12日）  小野佐千夫さん（14日） 

祝賀者  夫人誕生日  松原俊夫さん（14日） 

祝賀者  結婚記念日  山崎武彦さん（14日）  沖正一郎さん（15日） 

 

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） 

 

 

 

★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 

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

