
 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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・・・・・・          「四 つのテスト」 

                               ソングリーダー ： 新井秀幸さん 
 
ビジター・ゲスト紹介・・・       親睦委員会 
 
祝賀者・・・・・・・・・・・・・・      夫人誕生日  町田行功さん     （12日） 後藤守機さん     （14日） 
 
祝賀者・・・・・・・・・・・・・・       結婚記念日                       高橋宏和さん          （15日） 
 
祝賀者・・・・・・・・・・・・・                結婚記念日                        後藤守機さん          （10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・・・・・・・・・・・・・・・・        「昼下がりにシャンソンを・・・・・」   友納あけみ様  
 
次週予告・・・・・・・・・・・・       プログラム委員会 



●親睦旅行 

4/21～22 塩竈・松島一泊旅行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●

2012年 4月 26日（木） 

会員数  64名 （対象） 64名 

当日出席数   38名（59.38%） 

前回修正出席率         （84.38%） 

 

 

●

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                    １，７６４，４３９円 

4/26 例会                                   １８５，０００円 

親睦旅行精算小口                                                  ３０，０００円 

累計                   １，９７９，４３９円 
 

4月 12日の例会卓話をお願いしました、

山田ＲＣの大杉繁雄さんから、お礼状が

届きましたのでご紹介いたします。 

 

 

 

 

 

拝啓 

清水庸男様 

先週は被災地山田ロータリークラブ

の一員としてお招き頂きまして誠に有

難うございました。 

現会長渡邊様、次年度会長星野様、

その他役員の皆様方には御負担をおか

け致しました。四月十二日の卓話の準

備不足と不慣れな卓話にもかかわらず

思いを汲み取って頂き感謝申し上げま

す。 

貴クラブの復興支援プロジェクト、

三年間実行される事でどれだけ多くの

ロータリアンとその家族や町が元気付

けられるか（現に当ロータリアンの中

にはもう死にたいと口にする会員もお

りますが、貴クラブの思いを伝えて手

に手を取って最後まで頑張り通しま

す。）計り知れません。 

本当に今回は何から何までお世話に

なりました。十一日の酒席の皆様との

会話、手作りの朝食おいしかったです。

ありがとうございました。 

少しですが地酒を用意してお送りさ

せて下さい。 

敬具 

平成二十四年 四月十九日 

大杉繁雄 
 
 
 



職業奉仕委員会   （磯野委員長） 

私達ロータリアンは職業奉仕を大切に

し、職業上の行動規範として「四つのテス

ト」と「ロータリアンの職業宣言」を遵守し

てきました。 

この内の「ロータリアンの職業宣言」は、

1987年 RI理事会の「職業に関する声明」

をうけ、1989年の規定審議会で採択され

たものですが、この度 2011年 9月の RI

理事会で「ロータリーの行動規範」に変更

されました。 

内容はあまり変わりませんが、言葉が

解りやすくなっています。熟読願えれば幸

いです。 
 
新世代 TOGETHERS （浅野実行委員） 

TOGETHERSが 5月 19日（土）世田谷

区民会館にて行われます。 お手伝いい

ただく方は午前 8時 30分に、観覧のみの

方は午前 11時前に現地にいらして下さい。

なるべく多くの方にお手伝いいただきたい

です。 
 
新世代 TOGETHERS 

（増田バザー担当） 

バザーの品物持参戴き、ご協力どうも

ありがとうございます。 

5月 17日（木）夜間例会まで受付けま

す。 値段つけは予算の関係で当日致し

ます。 参加者にご協力戴きます。 
 
 
 

震災復興支援 スクールバス贈呈式報告 
（星野会長エレクト） 

4月 23日 岩手県下閉伊郡 岩泉町で

行われましたスクールバス贈呈式の報告

を致します。 当日は盛岡西ロータリーク

ラブのご配慮で、岩泉町までマイクロバス 

を手配いただきました。 山の手 RCから

川手、星野、大阪吹田西 RCから阪本会

長以下5名、盛岡西ＲＣから長谷川会長、

佐々木復興委員長、総勢 10名で朝 8時

30分に盛岡を出発し、10時 40分に岩泉

町、町民公民館前に到着しました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

盛岡西 RCにてデザインされたスクール

バスです。  

中古の観光バスを破格値で購入し全

体塗装を施しました。 バスの提供は東

日本交通（株）社長はロータリアンでした。 

贈呈式には伊達町長始め、三上教育

長、橋場副町長、町役場の幹部の皆様、

小本小学校・中学校の先生方が参列され

ました。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

11時から岩泉町公民館で伊達町長 

出席のもと贈呈式が行われました。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

（バスの内部） 

 

〈購入支援金内訳〉 

山の手 RC           200万円 

（内 100万円 東日本震災復興基金） 

台湾 台北西区 RC   100万円 

大阪吹田西 RC        50万円 

盛岡西 RC            20万円 

RI2520地区          100万円 

合計                  470万円 

 

 

●  

本日の合計                                                         ６８，０００円 

    累計                       ２   ，３９８，７８１円 
 

結婚記念日、すっかり

忘れていました。 ロータリーのお陰で

カミさんのご機嫌を損ねないですみま

す。 

田中剛さん、本日の卓

話楽しみにしています。 先日、田中剛

さんの店で、集って下さった方々からこ

のニコニコの費用が出ています。 

田中剛さん、いつも

TOGETHERSへのご協力ありがとうご

ざいます。 卓話、楽しみにしていま

す。

植田さん「死生観」読

ませていただきます。 後藤さん写真あ

りがとうございます。 

田中さん本日は楽し

みにしています。 

柴崎さん、松島旅行お

世話になりました。 卓話者の田中さん、

お話し楽しみにしています。 

妻の誕生日のお祝い

ただきありがとうございました。 



結婚記念品ありがとう

ございました。 

田中剛君はトゥゲザー

ズで昨年もお手伝いしていただき、今

年も仲間を引きつれて盛り上げてもら

います。 期待しています。 

①大変楽しい親睦旅

行でした。幹事の柴崎さん、片岡さん有

難とうございました。 

②震災復興支援の小本小・中学校移動

バス贈呈式、両横に東京山の手ロータ

リーの文字の入った立派なバスでした。 

①先日の親睦旅行楽

しかったですが、震災のツメ跡に心が

痛みました。 柴崎さん、山田さんには

特にお世話になりました。 

②結婚記念品ありがとう御座いました。 

今日、着ている上衣は

45年前に作ったものです。 体型が変

わらないのはビンボーヒマナシで働い

てきたからですかネェー。 今の世の中

仕事があることに感謝して、心をこめて

ニコニコへ。 

柴崎さんお世話に

なりました。 大変楽しかったです。  

ニコニコ。 

 

先日の東北親睦一泊

旅行にご参加いただいた皆様ありがと

うございました。 会計収支で 30,912円

が残りましたので、3万円を震災復興支

援金に、端数にプラスしてニコニコに入

れさせていただきました。 ありがとうご

ざいました。 

親睦旅行では皆様お

世話になりました。 被災地に対する思

いが、一層強くなりました。 

ゴールデン・ウィーク

です。 何の予定もありません。 老妻

相手に退屈な 1週間になりそうです。 

トルコのイスタンブー

ルに行ってきました。 日本の援助で建

設されているボスポラス海峡海底トン

ネル工事現場を視察してきました。  

残念なことに、完成したトンネルを走る

地下鉄車両は韓国が受注したとのこと

でした。 

親睦旅行参加させて

頂き、久し振りに楽しく過ごさせて頂き

ました。 柴崎さんお世話になりまし

た。 

仙台、松島への旅行、

16名の参加にておおいに盛りあがりま

した。 柴崎さんありがとうございまし

た。 



 

 
 
 

 

5月 10日（木）             理事会  13：45～ 2Ｆ「橘の間」 

            ＴＯＧＥＴＨＥＲＳ実行委員会  理事会終了後 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 17日（木）     山の手俳句の会  15：00～ キャピトルホテル ２階 

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

5月 24日（木）      卓話  「スパコン“京”一番なんです」 

              米澤明憲様 （吉岡さん紹介） 

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

5月 31日（木）      卓話  町田行功会員 

6月    7日（木）    二木会  18：00～ 「東京さぬき倶楽部（ばんげ）」 

  

創立 26周年記念夜間例会 

祝賀者  夫人誕生日  飯塚  孝さん                      （21日）   西澤忠義さん     （21日） 

祝賀者  結婚記念日  清水庸男さん                         （20日） 

 

第二部  懇 親 会 

 

 

★山の手ロータリーのＨＰに TOGETHERS イベント案内が掲載されております。 

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/

