
 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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・・・・・・          「我 らの生 業 」 

                               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     町田行功さん                      （28日） 亀井 準さん               （29日） 
祝賀者・・・・・・・・・・・・・・      夫人誕生日            北原慎庸さん                      （30日） 
 
祝賀者・・・・・・・・・・・・・                夫人誕生日                         柴崎 聡さん                                  （24日） 幡野永由さん     （26日） 
祝賀者・・・・・・・・・・・・・・      夫人誕生日          佐々木順一さん    （30日） 
 
祝賀者・・・・・・・・・・・・・                結婚記念日                        佐々木光勝さん     （24日） 佐藤雅巳さん     （26日） 
祝賀者・・・・・・・・・・・・・・      夫人誕生日          吉岡桂輔さん                         （29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 
 
ニコニコ発表・・・・・・・・・        「スパコン“京 ”一 番 なんです」   米澤明憲様  
 
次週予告・・・・・・・・・・・・       プログラム委員会 



 

●

2012年 5月 17日（木） 

創立 26周年記念夜間例会 

会員数  64名 （対象） 64名 

当日出席数   40名（62.50%） 

前回修正出席率         （85.94%） 

ご夫人出席数        14名 

 

林 えり子さん （福囿さん紹介） 

 

 

●

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                    ２，０９９，４３９円 

5/17 例会                                   １０，０００円 

累計                   ２，１０９，４３９円 

 

 

 

●  

本日の合計                                                                １３６，０００円 

パクパクポット                                                                                       ９００円 

    累計                       ２   ，５８９，４９１円 

 

夜間例会を祝して。 

 26周年を祝して。 

林えり子さんを紹介し

ます。

創立 26周年記念夜間

例会を祝して！！ 奥様もようこそお越

し下さいました。 宇野さんが中心とな

って、いろいろ準備して下さいましたの

で、お楽しみ下さい。 

夜間例会に出席出来

ず、残念です。 楽しく盛大な会であり

ます様祈ります。 

久し振りの夜間例会

でニコニコ。 

夜間例会、親睦委員

会の皆様おつかれさまです。 

家内の誕生祝いあり

がとうございます。 毎年創立記念日に

お祝いされてニコニコです。 

 



創立 26周年おめでと

うございます。 良い事、悪い事いろい

ろな事がありましたね。 

創立 26周年おめでと

うございます。 

創立 26周年記念夜間

例会を祝して。 

何かと忙しくても夜間

例会は格別です。 楽しい一夜になる

ことを・・・。 女性会員や女性ゲストも

増えてきていっそう盛り上がりますね。 

ＧＷ明けから仕事の

量が２倍くらいになりました。 

ニコニコ！！ 

後２日トゥゲザーズです。

石巻の子供達は朝 5：00に仙台を出発

して参加します。 多勢のご協力と参加

を楽しみにしています。 

今日宇野さん一押の

ゲスト松宮一葉さん楽しみです。 

今週初めいなかに行

って来ました。 新緑がとてもきれいで

した。 いなかはいつ行っても良いです

ね。 

26周年を祝って！ 

我がクラブの奥さん達

は美人ぞろいでマブシイー！！目に焼

きついたァー。 21日の金環日食見れ

るかなぁー。 

26周年記念夜間例会

の盛会を祝して。 

妻の誕生日祝い有難

うございます。 

５月１９日土曜日、

TOGETHERS！お天気も上々のようで

す。 みんなで盛り上げていきましょう。

みなさん、宜しくお願いいたします。 



創立夜間例会の盛会

を祝してニコニコ！！ 

創立 26周年記念夜間

例会おめでとうございます。 

夜間例会楽しもうニコ

ニコ。 

創立記念日を祝して。 

結婚記念日のお祝いありがとうござい

ます。 

当クラブ創立 26 周年、

エリザベス女王在位60年、私は何年迄

頑張れるかなぁ。 

先日十国峠に行きま

した。 あんまり眺めがいいところなの

で衝動的に墓地を買ってしまいました。 

これで長生きできそうです。 

創立 26周年記念例会

おめでとうございます。  

娘の祝賀いただき有難うございます。 

創立 26周年夜間例会

の盛会を祝してニコニコ。 

いい夜になりますよう

に。 

早いもので、創立 26

周年、ますます隆盛へ・・・ 

創立記念例会を祝し

て、大いに楽しみましょう。 

ゴールデンウィークに、

乗り残していた九州の旧国鉄線に乗り

に行き、九州の旧国鉄線は完乗しまし

た。国内全路線の８割方は乗りました

が、全路線完乗まで、あと何年かかる

ことやら。 

トゥゲザーズ私の担当の

日本視力障害者福祉協会が大変盛り

上がっています。 世田谷区民合唱団

と 70名で歌いユニホームも統一してい

ます。 見て下さい！！ 



 

●

 

親睦委員会 司会進行 宇野旭さん 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

歌 松宮一葉さん   ピアノ 芦田直彦さん 
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日 時  2012年 5月 14日（月） 

於   レイクウッドゴルフクラブ 

当クラブ参加者 

清水庸男さん、新井秀幸さん、 

川合 孝さん、松木昭和さん、 

市川 隆さん、横山雅也さん 

 

≪団体≫ 

優  勝 東京世田谷南ＲＣ 

準優勝 東京立川こぶしＲＣ 

３ 位  東京中央ＲＣ 

４ 位  東京銀座ＲＣ 

５ 位  東京山の手ＲＣ 

たいへんにもりあがって、よい天気でよか

ったです。   

ゴルフ担当 横山雅也 



 

 
 
 

 

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）     例会前 ストレッチ 

6月    7日（木）    卓話  「イニシエーションスピーチ」  

大川丈男さん、清水毅さん、灰田美知子さん 

6月    7日（木）    理事会 ・ クラブ協議会（新旧合同）  ２Ｆ「藤の間」 

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

6月 14日（木）    卓話  「一年を振り返って」 渡邊惠一郎会長 川手直明幹事 

                    ロータリー情報委員会 「新会員オリエンテーション」  13:50～ 

6月 21日（木）    例会休み（規定 4） 

6月 28日（木）    新旧理事・役員・委員長歓送迎夜間例会 

ザ・キャピトルホテル東急 １Ｆ「鳳凰の間（西）」 

  
 

祝賀者  夫人誕生日  佐藤雅巳さん                       （6/3日）   新居英一さん               （6/4日） 

 

卓話   「福島第一、第二原子力発電所事故にかかる 

原子力損害賠償実務について」   町田行功会員 

 

★山の手ロータリーのホームページが更新されております。 

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  FAX 5561-6520 
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/

