
 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 

ロータリーソング・・・・・         「我らの生業」 

                            ソングリーダー ： 江中武久さん 
 
ビジター・ゲスト紹介・・      親睦委員会 
 

祝賀者・・・・・・・・・・・・・          誕生日      崎山 收さん                 （16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・・・・・・・・・・・・・・・         「太 陽 光 発 電 について 」  鈴木虎太郎様  
 
次週予告・・・・・・・・・・・          プログラム委員会 
 



●

 

 

 

 

 

 

 

 

 

但馬英俊さん（渡邊さん紹介） 

吉岡俊樹さん（竹村さん紹介） 

 

 

●

2012年 7月 5日（木） 

 

会員数  63名 （対象） 63名 

当日出席数   47名（74.60%） 

前回修正出席率         （86.89%） 
 

小谷達雄さん （京都 RC） 

熊谷信太郎さん （東京西 RC） 

 

 

●

ＳＡＡ   （磯野 SAA） 

去る 6月 14日に開催した炉辺において

下記の事項が決定しましたのでご報告し

ます。 

            記 
 

1. 座席指定でない日は、メインテーブル

に、会長、幹事、卓話者、卓話の紹介

者、会長エレクト、次年度幹事に着席

してもらうことになりました。 

2. 座席を「くじ引き」で決める日を 1 ヶ月 

2回とします（第 1木曜日及び第 3木曜

日）。 テーブルには SAAの席を設け

ます。 

3. 会場内では、携帯電話のスイッチを切

るか、或いはマナーモードに切り替え

て下さるようお願いします。 

4. 卓話中はご静粛にして下さるようお願

いします。 

5. 会場内のテーブルには「パクパクポッ

ト」を設けないことにし、受付のみに 

1個設けることにします。 ご協力をお

願いします。 

6. 毎月初例会の日にはストレッチ体操を

おこないます。 

7. 本年度のニコニコの目標額を 300万円

と設定しましたので、目標額を達成す

るよう皆様よろしくお願いします。 

 

 

親睦 二木会   （横山担当委員） 

7月 12日（木） 第一回二木会 

「オテル・ド・キタオカ」で開催致します。 

 

 

親睦 ゴルフ会   （神通担当委員） 

今年度第 1回親睦ゴルフコンペを、 

袖ヶ浦カントリー倶楽部 新袖コースで開

催します。 

日時  ： 9月 19日（水） 

スタート： 8：13分 インコース 

皆様の参加をお待ちしております。 

 



●  

本日の合計                                                                 １４９，０００円 

    累計                           １４９，０００円 
 

星野・髙村年度を祝し

て。 

星野・髙村年度のスタ

ートを祝して。

星野会長、髙村幹事

がんばって下さい。 そこそこに！ 

暑くなりました！！ 

久しぶりに伺うという

印象です。 やはり習慣になって来てい

たのでしょうか。 ニコニコ。 

星野会長、髙村幹事、

いよいよ年度がはじまりますね。 どう

ぞ健康にくれぐれも注意して、楽しく、

明るい会を作って下さい。 

いよいよ星野年度スタ

ート！ 今年度も楽しく行きましょう！ 

いよいよスタートしまし

た。 皆様のご協力で 1年間無事に努

められます様祈ります。 

新年度ですね。 星野

さん、髙村さん、良い 1年にしましょう。 

ニコニコ。 

星野年度の出発を祝

して。 髙村幹事共々健康に留意して

下さい。 

① 星野会長、髙村幹

事よろしく、1年は短いですよ。 

② 家内の誕生祝のお花ありがとうござ

いました。 

星野会長、髙村幹事

に期待して・・・・。 

星野会長、髙村幹事、

今年度 1年間よろしくお願いいたしま

す。 

星野会長、髙村幹事、

この 1年間たのしく健康で引張ってくだ

さい。 期待しています。 

星野会長・髙村幹事

いよいよですね。 一年間宜しくお願い

します。 

新年度星野会長、髙

村幹事、よろしくお願いいたします。 

星野会長、髙村幹事、

1年間ご苦労様です。 但馬さん、吉岡

さんようこそ当クラブへ！ 宜しくお願

い致します。 私、今日でやっと入会満

4年になります。 いつも初日に誕生日

のお祝いをいただき有難うございます。 

星野会長・髙村幹事さ

んの船出を祝って！ 

星野丸の出帆を祝し

て。 

 



本日、ロータリー終了

後、金・土曜日は晴れそうなので、油壷

のハーバーまで行ってセーリングを楽

しんでこようと思ってます。 残念です

が、カミさんと二人だけです。 

星野さん、髙村さんど

うぞよろしく。 

星野、髙村年度のスタ

ートです。 大いなる大漁の年になりま

すよう。 

新年度、星野さん、 

髙村さん頑張って下さい。 ニコニコ。 

星野会長いよいよで

すね。 髙村幹事と名コンビを組んで楽

しい年にしましよう。 

星野年度のスタートを

祝して。 

今日から新年度スタ

ートです。 みなさんよろしくお願いしま

す 

星野の年度、楽しい例

会にしましょう。 皆さんよろしくお願い

します。 

星野年度が無事素晴

らしい一年であります様に！ 星野さん

は唯一の同期ですので、是非頑張って

貰いたいと思います。  

ガンバレ、ガンバレ、星野。 

星野丸の出航を祝し

てニコニコ。 

① やっと、楽になりま

した。次年度はもっと楽になるでしょう。 

② 但馬さん、吉岡さんご入会おめでと

うございます。 

① 星野会長、髙村幹

事、どうぞよろしくお願いいたします。 

② 増田さん奥様の作品、本日拝見さ

せていただきます。 

星野会長、髙村幹事

今年度よろしくお願いします。 

星野会長、髙村幹事、 

一年間よろしくお願いいたします。 

 

 

●

「新年度に向けて」  

星野勇介会長 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

●  

幹事 髙村昌秀 

日 時  2012年 7月５日（木） 13:45～14:45 

場 所  ザ・キャピトルホテル東急 2Ｆ「藤の間」 

出席者   

      日野正紀。伊達幹。増田靜一。亀井準。神通康夫。浅野健太郎。松木昭和。 

佐々木光勝。川手直明。渡邊惠一郎。磯野道造。上田正昭。渡辺彰敏。 

星野勇介。髙村昌秀。 

 

議 題   

１）ロータリー平和フェローシップ 留学生アリソン・クエッセルさん支援の件 

                           （渡辺国際奉仕委員長） 

アリソンさんは、福島の平和な日常を撮影している。 毎月、撮影に行く交通費の 

支援要請あり。 

・ 月２万円×６ヶ月＝１２万円の支援を当クラブで行う事に決定した。 

・ 毎月、例会にて報告あり 

・ 灰田会員にアドバイザーをお願いする事にした。 

２）会員増強維持の件   （倉知会員増強維持委員長） 

・ ８月２日の例会を会員増強維持フォーラムにして、会員増強や休会制度など 

 会員の皆   さんでグループ公式で意見を聞く事にした。 

３）山の手西グループＩＭコーホストの件 

・ 増井 IM委員長（世田谷南）よりの要請あり当クラブとして要請を受ける事にした。 

４）ロータリー世界平和フォーラム開催協力金の件 

・ 協力金として、一人当たり３００円を支出する事を承認した。 

５）ロータリー日韓親善会議登録費補助の件 

・ 会員の１０％の人数の参加をして欲しいとの要請があった。参加費用が一人 

２２，０００円   なので、クラブより一人１０，０００円の補助をする事に決定した。 

・ 特別講演に現役の政治家が予定されているが、暗黙のルールに反していない

か、星野会   長より確認する。 

・ 日韓親善会議について、出席希望者をクラブ例会で募ることにした。 

６）その他 

・ 日野会員より、地区の職業奉仕委員長として、卓話要請が４０クラブ以上から 

来ている。その日程調整や連絡を、事務局に協力をお願いしたい旨、要請があり 

理事会は承認した。 



 

 
 
 

 

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」 

7月 26日（木）    卓話 「イニシエーションスピーチ」 津谷さん 竹村さん 

8月    2日（木）    卓話 「会員増強維持フォーラム」 倉知委員長 

臨時総会「会長ノミニー指名特別委員選挙」 

8月    2日（木）    理事会  13：45～ 2F「橘の間」 

8月    8日（水）    山の手手話サークル 

8月    99日（水）    卓話 「イニシエーションスピーチ」 但馬さん 

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                                                                                                    山田 清さん （24日） 

祝賀者  ﾊﾟｰﾄﾅｰ誕生日  川合 孝さん （23日） 

 

卓話   「古文書に見る江戸時代の農村」   日野正紀会員  

 

★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  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/

