
 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ： 黒岩智行さん 
 
ビジター・ゲスト紹介・・・                    親睦委員会 
 
入会式・・・・・・・・・・・・・・       灰田美知子さん（山田さん紹介） 
入会式・・・・・・・・・・・・・・       津谷明沙子さん（川合さん紹介） 
入会式・・・・・・・・・・・・・・       竹村潤二さん  （川手さん紹介） 
 
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・・・・・・・・・・・・・・       婦人誕生日                       倉知英行さん（23日） 
 
祝賀者・・・・・・・・・・・・・               結婚記念日                        亀井 準さん           （24日） 
 
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・・・・・・・・・・・・・・・・        「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  
 
次週予告・・・・・・・・・・・・       プログラム委員会 



●

2012年 4月 12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         （83.61%） 

 

 

●

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                    １，５５４，４３９円 

4/12 例会                                    ５０，０００円 

累計                   １，６０４，４３９円 

 
 

●  

本日の合計                                                         ６５，０００円 

    累計                       ２   ，２５８，７８１円 
 

山田町ロータリークラ

ブの大杉さん遠路はるばる御来訪あり

がとうございます。 

桜もちりはじめ、夏が

もう少しでおとずれ様としているなか、

本日の卓話よろしくお願いします。 

山崎良雅さんの“ほめ

ごろし”にあって！！ 

今日は桜の花が満開

ですね。 ニコニコ。 

 

連れ合いの 68回目の

誕生日のお祝いを頂きありがとうござ

います。 今や私の体調管理のみなら

ず、足腰に問題を抱えつつあるわが身

にとって欠くべからざる存在となってお

り、日々感謝して過ごしております。 

うちのカミさんのよう

に桜がきれいでした。 散るのも早かっ

た。 

山田ＲＣ大杉さん今日

の卓話の為にわざわざおいで頂き有難

とうございました。宜しくお願いします。 

明日の富士国際ゴル

フ楽しみにしています。 桜も見頃でし

ょうネ。 ニコニコ！ 

誕生日のお祝い有難

うございます。 後期高齢者のお仲間

入りです。 

明日の鈴木杯、半年

ぶりにゴルフプレイ復帰します。 楽し

みです。 

いつも、祝い有難うご

ざいます。 さて、何年目？ 昭和 30年

です。 何とか 50数年仲良くやってきま

した。 



誕生日のお祝いを頂

き有難うございました。 

大杉繁雄さん、遠いと

ころありがとうございます。 復興にむ

けて頑張ってください。 私達も出来る

だけの支援を頑張ります。 

新規取引先へ御礼に

訪問した時のこと。 帰り際に、先方社

長から「おたくの担当者はいつも生き生

きと元気で素晴らしい。 うちの息子を

就職させたいのだがどうしたらいい

の？」と言われた。 本当にうれしい。

感謝です。 ニコニコ。 

後期高齢者になって、

ロータリー仲間が一番大切になりまし

た。 今後よろしく。 

やっと暖かくなってき

ました。 ポカポカ気持ちがいいです。 

大杉さん、卓話ありが

とうございます。 昭和44年4月に駒大

ご入学、同時期に私も駒大へ教員とし

て就きました。  

20数年前、私が経営学部長のとき、山

田町の平井俊栄学長にお世話になりま

した。 奇遇ですね。 

結婚記念日のお祝い

ありがとうございます！ 

エー、後藤さんのネク

タイがあまりにも「ステキ」で・・・・・・。 

やっと春！！ 良かっ

た。 

 
 

●

 「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 （山田ロータリークラブ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

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 23日（月）      震災復興支援プロジェクト 「岩手県岩泉町 移動バス」 

     贈呈式  13：30～ 岩泉町民会館 

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） 

      理事会  13：45～ 2Ｆ 「橘の間」 

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  誕生日     佐々木順一さん     （5/1日） 

祝賀者  夫人誕生日  神通康夫さん                      （28日） 

祝賀者  結婚記念日  新居英一さん                      （28日）  春日正好さん              （29日） 

祝賀者  結婚記念日  浅野健太郎さん     （5/4日） 北原慎庸さん              （5/5日） 

 

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） 

 

 

 

★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/

