
 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROTARY  

CLUB OF 

TOKYO 

YAMANOTE 

2012/2013 

PEACE THROUGH 

SERVICE 

RI会長 ： 田中作次 
 

LET’S ENJOY ROTARY 

会長 ： 星野勇介 

 

点鐘・・・・・・・・・・・・・・・         星野会長 
 
今週の歌・・・・・・・・・・・         「君が代」 
 
ロータリーソング・・・・・         「山の手ロータリー讃歌」 

                            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 
 
入会式・・・・・・・・・・・・・      但馬英俊さん（渡邊さん紹介） 
 

祝賀者・・・・・・・・・・・・・          誕生日      倉知英行さん                 （9 日） 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                ﾊﾟｰﾄﾅｰ誕生日            生駒昌太郎さん（1日） 山崎武彦さん（5 日） 
 
会長報告・・・・・・・・・・・        星野会長 
 
委員会報告・・・・・・・・・        各委員会・同好会 
 
幹事報告・・・・・・・・・・・        髙村幹事 
 
ニコニコ発表・・・・・・・・           ＳＡＡ 
 
卓話・・・・・・・・・・・・・・・         「新 年 度 に向 けて 」  星野勇介会長 
 
次週予告・・・・・・・・・・・          プログラム委員会 
 



●

2012年 6月 28日（木） 

新旧理事・役員・委員長歓送迎夜間例会 

 

会員数  61名 （対象） 61名 

当日出席数   44名（72.13%） 

前回修正出席率         （87.10%） 
 
 

●  

TOGETHERS活動で当クラブは、2750

地区ガバナー賞を受賞いたしました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●

25年 日野正紀さん 

5年 飯塚 孝さん  川手直明さん 

１年 新居英一さん  新井秀幸さん 

１     伊達 幹さん  日野正紀さん 

１年  星野勇介さん  市川 隆さん 

１年  飯塚 孝さん  生駒昌太郎さん 

１年  磯野道造さん  神通康夫さん 

１年  亀井 準さん  春日正好さん 

１年  川合 孝さん  川手直明さん 

１年 北原慎庸さん  倉知英行さん 

１年 増田静一さん  森本正昭さん 

１年 小野佐千夫さん 佐々木光勝さん 

１年 里内俊夫さん  清水庸男さん 

１年 鈴木康之さん  髙村昌秀さん 

１年 上田正昭さん  渡邊惠一郎さん 

１年 山田 清さん  山崎良雅さん 

１年 吉岡桂輔さん 

以上 29名 
 
 

●

震災復興支援委員会  （清水委員長） 
 

＜2011-2012年度 募金報告・下期＞ 

前回までの合計                     ２，５０５，０００円 

6/28 例会                                                   ５０，０００円 

累計                   ２，５５５，０００円 

 

 

新世代 ＴＯＧＥＴＨＥＲＳ 

（増田バザー担当委員） 

平成 24年 6月 21日バザーの売上金

73，160円を、世田谷区役所に持参致し

ました。 6月 22日世田谷区保健福祉部

より礼状と賞状が届きましたこと報告致し

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



●  

本日の合計                                                                 １８６，０００円 

    累計                       ３   ，０４５，５５３円 
 
 

高橋宏和さん 

竹村潤二さん 

鈴木康之さん 

清水庸男さん 
 

 
 

渡邊会長・川手幹事、大

変ご苦労様でした。 次年度星野会長、

髙村幹事期待をしてます。 

良い仲間に恵まれ、楽し

い時をありがとうございました。 東京

に帰って来た時は、例会場を見に来ま

す。 その時は、宜しくお願いします。 

渡邊会長、川手幹事、お

疲れ様でした。 25周年の熱気を引き

継いだ良い年度でした。 ニコニコ。

渡邊会長川手幹事、

一年間ご苦労様でした。 今度は少し

ゆっくりして下さい。 

渡邊会長、川手幹事

と理事役員、委員長の皆様、１年間大

変お疲れ様でした。 

渡邊会長、川手幹事、

一年間ご苦労様でした。 明日からは

のんびり過ごしましょう。 

渡邊会長、川手幹事、 

1年間お疲れさまでした。 

渡邊会長、川手幹事

おつかれさまでした。 次年度も引続き

よろしくお願いします。 

渡邊会長、川手幹事

一年間ご苦労様でした。 

渡邊会長、川手幹事

一年間ご苦労様でした。 少しのんびり

して下さい。 

渡邊会長、川手幹事、

役員、委員の皆さん 1年間ご苦労様で

した。 

渡邊会長、川手幹事 

1年間おつかれさまでした。 

渡邊会長、川手幹事

この 1年間本当にご苦労様でした。  

それから TOGETHERSを見事にやって

のけた川合さん、瀧本さん、浅野さんの

活躍には頭が下がります。 皆さんお疲

れさまでした。 

おくれました！ 最後で

した。 スイマセン。 

 

 



渡邊会長、川手幹事、

一年間御苦労様でした。 今度はすこ

しゆっくりして下さい。 

理事・役員・委員長の

皆様のお影様で無事渡邊会長共々帰

港できました感謝です。 

今年度も 1年間元気に

ロータリー活動を楽しむことが出来まし

た。 皆様に感謝いたします。 次年度

もよろしくお願い致します。 

渡邊会長、川手幹事、 

1年間色々ご苦労様でした。 星野新会

長、髙村幹事、これから 1年間よろしく

お願いいたします。 

渡邊会長、川手幹事さ

ん 1年間どうもありがとうございました。

川手さんへ、1年間毎例会ニコニコ入

れてくださったこと感動してます。 心か

ら、心から、心から敬意を表します。 

北海道にゴルフ行って

来ました。 

新しい役員の皆様、歓

送迎夜間例会の盛会を祝して。 

ニコニコの予算、達成し

ますように。 

お陰様で一年たちまし

た。 ありがとうございます。 

皆さんの元気なお顔を

見に来て楽しんでおります。 まだ暫く

浜通いを続けるつもりです。 

新旧理事・役員・委員

長歓送迎夜間例会の盛会を祝して。 

今年度の皆様ご苦労でした。 

渡邊、川手年度無事

に終了です。 たのしいロータリーライ

フをありがとうございました。 

最後の夜間例会楽し

みましょう。 会長、幹事、役員様、お疲

れ様でした。 

出席の予定でしたが、

体調不良のためやむなく欠席させて頂

きます。 夜間例会が盛会でありますよ

うに祈念いたしております。 

ニコニコ目標達成おめ

でとう御座います。と言いたいですね。 

 

 



スコットランドのエディン

バラからロンドン経由の飛行機で今日

昼間に帰国しました。 大好きな山の手

ローターリークラブの楽しい仲間に会え

れば時差ボケなんか感じません。 

渡邊会長おつかれさま

でした。 ありがとうございました。 星

野次期会長よろしくお願いします。 

いよいよ今年度も最後

の例会です。 渡邊会長、川手幹事あ

りがとうございました。 

渡邊年度最後ですね。

皆様ごくろうさまでした。 

歓送迎夜間例会を祝し

て。 

① この 1年間、川手

さんとのコンビにて無事、大役を務める

ことができました。 皆様のご協力の贈

物と厚くお礼申上げます。   

② 星野年度のスタートを祝します。 

① 渡邊会長、川手幹

事 1年間ほんとうにお疲れ様でした。 

② 私、ホームクラブ皆出席出来ました。

なんといっても健康に感謝です！！ 

7月 5日の例会にこれ

ないので、妻の誕生祝ありがとうござい

ます！ 

皆様の御協力のお陰で、

今日目標額達成しました。 有難うござ

いました。 星野年度も、ニコニコの協

力を、宜しくお願いします。 

渡邊会長、川手幹事、 

1年間ご苦労様でした。 

渡邊会長、川手幹事、 

1年間お世話になりました。 

渡邊会長、川手

幹事、一年間お世話になりました。 会

長のお身体がとても心配でした。 川手

幹事の迅速な対応でとてもたすかりま

した。 ありがとうございました。 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



 

 
 
 

 

7月    5日（木）    理事会  13：45～ 2F「橘の間」 

7月 11日（水）    山の手手話サークル 

7月 12日（木）    クラブ協議会  13：45～ 2Ｆ「藤の間」 

7月 12日（木）    第 1回二木会  18：00～ 「オテル・ドゥ・キタオカ」 

8月    2日（木）    臨時総会「会長ノミニー指名特別委員選挙」 

8月 16日（木）    例会休み（お盆） 

8月 30日（木）    例会休み（規定 1） 

 

  
 

祝賀者  誕生日     崎山 收さん （16日） 

 

卓話   「太 陽光発電 について」   鈴木虎太郎様 （髙村さん紹介） 

 

★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 委員長 

事務局  

 

 

例会  

 

会長  

幹事  

会報・HP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 

髙村昌秀 

北原慎庸 

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） 

星野勇介 

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

