
 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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・・・・・          「日 も風 も星 も 」 

                               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・・・・・・・・・・・・・      誕生日      山崎武彦さん                 （15日） 

                                                                                                                                                                                                                                                                                           ﾊﾟｰﾄﾅｰ誕生日  灰田美知子さん（25日）浅野健太郎さん（26 日） 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          結婚記念日   渡辺彰敏さん         （19日）片岡 鄕さん      （25 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・・・・・・・・・・・・・・・      「一 年 を振 り返 って 」 

渡邊惠一郎会長  川手直明幹事 
 
次週予告・・・・・・・・・・・       プログラム委員会 



●

2012年 6月 7日（木） 

会員数  62名 （対象） 62名 

当日出席数   42名（67.74%） 

前回修正出席率         （90.32%） 
 

吉岡俊樹さん （竹村さん紹介） 
 

河 炅珍さん （米山学友） 
 
 

●

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                    ２，２６９，４３９円 

6/7 例会                                               １７０，０００円 

累計                   ２，４３９，４３９円 
 
 
ロータリー情報委員会    （山田委員） 

＜新会員の方々への 

オリエンテーションのお知らせ＞ 

2012年 6月 14日（木） 例会終了後  

午後 1時 55分頃より、1時間当ホテルロ

ビー階「オリガミ」の個室にて。 

該当者 ：高橋さん、大川さん、 

清水毅さん、福囿さん、 

市川さん、灰田さん、津谷さん  

の各会員の皆様。 

以上の皆様の御出席、よろしくお願い申

上げます。 

ﾛｰﾀﾘｰ財団委員会  （次期鈴木委員長） 

＜2012-13年度 寄付金目標＞ 

1. 年次寄付 1人 100 ドル以上 

2. ベネファクター（恒久基金への寄付が

1000 ドル以上に達する方） １名以上 

3. ポリオプラス指定寄付  

1 クラブ 1000 ドル以上 

以上、11月のロータリー財団月間に 

会員の皆様に寄付をお願いします。 

この件については 6月 5日（火）の地区

財団セミナーに参加した御報告です。 

 

 

●  

本日の合計                                                                  ６８，０００円 

    累計                       ２   ，８００，５４１円 

 

本日は自己紹介させ

ていただきます。 ニコニコ。 

本年度のＳＡＡの目標

額がもう少しで達成されます。 皆様の

ご協力よろしくお願いします。 

遅くなりましたが、トゥゲ

ザーズにご協力いただきまして本当に

ありがとうございました。 子供達も大

喜びでした。



河炅珍さん久しぶりで

す。 元気で頑張って下さい。 

6月より気楽になり、ゴ

ルフも久しぶりに 85が出てニコニ

コ！！ 

当クラブは 6月～9月

までクールビズです。 ノーネクタイでも

ＯＫですが、上衣だけは着てください。 

清水さん、大川さん、

イニシエーション楽しみにしています。 

妻の誕生日祝い有難

うございました。 ニコニコ。 

ちょっとだけ良いこと

がありましたので、ニコニコ。 

火曜日にロータリー財

団のセミナーに出席してきました。 大

変つかれたので昨日幡野先生にみて

いただきました。 心配ないとのこと、あ

りがとうございました。 

お見舞ありがとうござ

いました。 生駒さん、ありがとう！ 

いよいよ暑くなってき

ました。 会社でも扇風機を出しまし

た。 

大川さん、清水さん、

それに灰田さんのイニシエーション楽し

みです。 お 3人の職業分野が異なる

ので、私にも好い刺激になります。 

渡邊会長、川手幹事、残

す所あと 1 ヶ月です。 さー、ラストスパ

ート！ 

大川さん、清水さん、 

灰田さん、イニシエーションスピーチ楽

しみにしています。 

一同より。 

 

 

●2011～12年度 新旧合同理事会 

及びクラブ協議会 
日時 2012年 6月 7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         浅野健太郎。伊達幹。 

江中武久。後藤守機。 

日野正紀。星野勇介。 

飯塚孝。生駒昌太郎。 

磯野道造。神通康夫。 

亀井準。春日正好。 

川合孝。北原慎庸。 

倉知英行。増田静一。 

森本正昭。大川丈男。 

小野佐千夫。佐々木順一。 

里内俊夫。清水庸男。 

鈴木康之。髙村昌秀。 

上田正昭。山田清。 

山崎良雅。吉岡桂輔。 

渡邊惠一郎。川手直明。 
 
＜理事会議事録＞  
議題 
１） 女性会員のロータリーバッチと胸札に
ついて 
ロータリーバッチは今までのまま、男
女共通とする。胸札は首から掛ける方
式とする。 
 

２） 但馬英俊さん入会の件 
入会を承認する。 



 

 
 
 

 

6月 14日（木）    ロータリー情報委員会 「新会員オリエンテーション」 

13:50～ Ｌ階「オリガミ」 

                    次年度 ＳＡＡ炉辺  13：45～ ２Ｆ「星が岡」 

6月 21日（木）    例会休み（規定 4） 

                    山の手俳句の会  14：00～ キャピトルホテル 2階 

2012～2013年度 

7月    5日（木）    卓話 「新年度に向けて（仮）」  星野勇介会長 

6月    7日（木）    理事会  13：45～ 2F「橘の間」 

7月 12日（木）    クラブ協議会  13：45～ 

 

  
 

 

新旧理事 ・役員 ・委 員長歓送迎夜間例会  

祝賀者       登録 18：00   点鐘 18：30 

 

★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  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  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/

