
 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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・・・・・・          「奉 仕 の理想 」 

                               ソングリーダー ： 片岡 鄕さん 
 
ビジター・ゲスト紹介・・・                    親睦委員会 
 
祝賀者・・・・・・・・・・・・・・       誕生日                          小野佐千夫さん（14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） 
 
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・・・・・・・・・・・・・・・・        「大ピンチを大チャンスに ─ 震災なんかに負けてたまるか」 

・・・・・               結婚記念                                                                                              大杉繁雄様   
 
次週予告・・・・・・・・・・・・       プログラム委員会 

●

2012年 4月 5日（木） 

会員数  61名 （対象） 61名 

当日出席数   39名（63.93%） 

前回修正出席率         （75.81%） 

 

浅田豊久さん （東京六本木ＲＣ） 
 

灰田美知子さん （山田さん紹介） 
竹村潤二さん        （川手さん紹介） 

 



●

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                 １，４２４，４３９円 

例会                              １３０，０００円 

累計                   １，５５４，４３９円 
 
本日の寄付 13万円 

累計 205万円 

目標まであと 95万円です。 より一層の

ご協力をお願いします。 
 
ＴＯＧＥＴＨＥＲＳ     （星野実行委員） 

5月 19日（土）に世田谷区民会館でお

こなわれます、ＴＯＧＥＴＨＥＲＳの場所で

バザーも開催されます。 日頃、皆さんが

使っていない品物、タンスの肥やしになっ

ている品物のなかでバザーで売れる品物

があれば、寄贈をお願いします。 当日に

販売して、益金は世田谷区を通じて寄付

させていただきます。 
 
親睦委員会 ・ 旅行  （柴崎担当委員） 

〈親睦一泊旅行の件〉 

4/21（土）～22（日） 仙台旅行（松島・

塩竈） 参加費１人３０，０００円。 １人部

屋利用の方４６，０００円。  

新幹線は、4/21はやて 19号で、ジパン

グの方は各自で購入して下さい。 それ

以外の方は指定席を購入いたしました。 

座席は６号車・９番・８番です。 復路は乗

車券のみにして、現地で指定をとるように

したいと思います。 よろしくお願いしま

す。 
 
親睦委員会 ・ 二木会 （亀井担当委員） 

＜第 4回二木会＞ 

渡邊年度第 4回目の二木会を 6月 7

日（木）に開催します。 詳しくは、後日お

知らせします。 
 
 

新世代委員会       （川合委員長） 

本日理事会終了後トゥゲザーズ実行委

員会有り、残り 1 ヶ月強となり、最終コー

ナーに突入。 必ず成功させます。 
 

●  

本日の合計                                                         ７２，０００円 

パクパクポット                                                                                            ５８１円 

    累計                       ２   ，１９３，７８１円 
 

川合 孝さん 

冨樫 進さん 
 

先週の夜間例会、楽
しい一夜でした。 その時に誕生祝い
有難うございました。 84才になりまし
た。 

竹村さん、お待ち申し
上げておりました。 再入会、おめでと
うございます。 

花粉で仕事になりま
せん・・・。 

ロス五輪以来 8回連
続で出場が決まり「ホッ」とし、ニコニコ
です。 

①やっと桜の季節、半
月もおくれるとは！ 一勢にさいて一勢
に散りそうです。 
②浅田さん、ようこそ！久しぶりです
ね。 

エイプリルフールも無
事に乗りこえて、お天気と桜に恵まれて、
今日は久し振りに参加します。  
ニコニコ。 

やっと春らしくなりまし
た。 トゥゲザーズのバザー商品協力
お願いします。 

竹村さん入会大歓迎で
す。 

結婚記念日のお祝

いありがとうございます。  

48回目になります。 

 



 嵐の日にカミさんと２

人で手に手を取り合っていました。 

竹村さん、灰田さんお

待ちしてました。 

今日はワイフの誕生

祝いありがとう御座いました。  

ニコニコ！！ 

山崎良雅さん車で２回

も送ってくださりどうもありがとうござい

ました。 

孫が誕生です。 ６人

目です。 ニコニコ。 

春はロッペンの島に

立ちぬ、まさに、その実感です。 

城北ＲＣへメークアッ

プに行ったら、向うの会員の方から山

の手さん！おたくに川手さんがおられ

るでしょう、川手さんの２人の息子さん

がおられて仕事上で大変お世話になっ

ているんですよと、いい息子さんですネ。 

まるで自分の息子がほめられたように

うれしかった。 川手さん褒められる立

派な息子さんでお幸せですネ。 親孝

行の息子さんに万才！ 

やっと桜が咲きはじめ

ました。 私の顔にも春がきそうです。 

春雨が春嵐と、昨

日はビックリしました。 今後もロータリ

ーライフを楽しみます。 

①灰田様入会心待ちし

ております。 

②結婚記念品をいただきありがとうござ

います。 

③片岡さん本日はよろしくお願いいたし

ます。 

結婚記念日のお祝い

有難うございました。 あの大きなお尻

に敷かれて、34年が過ぎました。 

ようやく桜が咲いて、

よい季節になりました。 ニコニコ。 
 
 

●

日時 2012 年 4月 5日（木） 13：45～15：00 

場所 ザ・キャピトルホテル東急 ２F「藤の間」 
 

出席者 新井秀幸。後藤守機。飯塚孝。 

春田正好。川合孝。北原慎庸。 

倉知英行。山田清。星野勇介。 

吉岡桂輔。江中武久。山崎良雅。

渡邊恵一郎。川手直明。 
 

議題 

１）震災復興支援の件 

岩手県岩泉町小本小・中学校の生徒

に供するスクールバス支援を、台湾・

台北西区・吹田西・盛岡西ＲＣと共同

で行う事を決定。 

２）入会の件 

灰田さん、竹村さん、津谷さんの入会を

承認。 

３）次年度地区委員就任の件 

2012～13年度地区社会奉仕委員会の

委員に川手直明会員の就任依頼を承

認。 

４）退会の件 

冨樫進会員の 4月 1日付転勤に伴う退

会届を承認。 

 

 



 

 
 
 

 

4月 19日（木）      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    9日（水）    山の手手話サークル 

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 14日（月）    国際ロータリー第 2750地区 親睦ゴルフ決勝大会 

    「レイクウッド カントリークラブ 西コース」 

5月 19日（土）      ＴＯＧＥＴＨＥＲＳ開催  11：00～ 「世田谷区民会館」 

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

6月    7日（木）    二木会 

 

 
 

祝賀者  夫人誕生日  山崎良雅さん     （19日）  春日正好さん（19日） 

祝賀者  夫人誕生日  倉知英行さん     （23日） 

祝賀者  結婚記念日  亀井 準さん              （24日） 

 

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 

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

