
 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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・・・・・         「日も風も星も」 

                            ソングリーダー ： 山田 清さん 
 
ビジター・ゲスト紹介・・      親睦委員会 
 
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 
 
フォーラム・・・・・・・  「会 員増強維持 」   倉知英行委員長 
 
次週予告・・・・・・・・・・・          プログラム委員会 
 



●

2012年 7月 26日（木） 

会員数  63名 （対象） 63名 

当日出席数   43名（68.25%） 

前回修正出席率         （85.71%） 

 

冨田 稔さん （東京世田谷南 RC） 

種谷清周さん （東京世田谷南 RC） 

 

 

●

プログラム委員会   （春日委員長） 

本日、例会後プログラム委員会の活動

を中心とする炉辺を行います。 今年度

の例会を努めて楽しく興味深い卓話のあ

る例会としたく、知恵を絞りたいと思いま

す。 星野会長、吉岡ノミニー、山崎(良)、

飯塚、井上、瀧本、各委員の出席をお願

いします。 

 

会報・HP委員会   （大川委員） 

現在、私たちクラブのサーバー契約の

変更を進めており、皆様には、ご不便をお

かけ致しております。 作業完了までの一

時、HPアドレスを次のところへ移しており

ますので試してみて下さい。 

http://tokyoyamanote-rc.sakura.ne.jp/ 

また、変更手続きに際しまして、8/16（木）

の一日、事務局メールの送受信が出来な

くなります。 以上、週報最後のページに

記載もあります。 宜しくお願い申上げま

す。 

 

新世代 TOGETHERS   （大川委員長） 

昨夜、高円寺に集りまして、

TOGETHERS 立上げの炉辺を開きました。

前２回の TOGETHERSの経験を生かしま

して、“より良い TOGETHERSに行こう”と

いうことで燃えた次第です。 順次、企画、

提案をまとめてまいりますので、皆様への

役割分担のご協力宜しくお願い申し上げ

ます。 

 

ロータリー情報委員会    

（佐々木順一委員長） 

新しい会員には、山の手ロータリークラ

ブ創立 25周年記念に発行した Q&A”（全

文 12P）をわけています。 だがロータリー

の成り立ちや、そのようになったいきさつ

などの、興味深いストーリーは書かれて

おりません。 それらを識るためには、京

都地区のロータリークラブで編集した“ロ

ータリー情報マニュアル”（786Pの赤い表

紙）を入手するのが一番良い方法なので、

希望者には取り寄せてあげますから、申

込んで下さい。 8月末を締切にします、

価格は 1冊 2，000円です。 事務局に希

望者はメモを提出して下さい。 

 

http://tokyoyamanote-rc.sakura.ne.jp/


震災復興支援委員会  

（清水庸男委員長） 

今年度の支援事業策定のため、8月 29

日～30日の日程で岩手県沿岸部へ委員

会メンバーと星野会長で行ってきます。 

訪問先は、大槌町役場、吉里吉里中学校、

山田町役場、山田 RC、山田漁協、県立

山田高校を予定しています。 翌 30日は

スクールバスを寄贈した、小本小・中学校

でバスと対面してきます。 その後盛岡市

内に戻り盛岡西 RCの例会に出席し、今

後の支援について相談してきます。 

 

 

●  

本日の合計                                                                  ５７，０００円 

パクパクポット                                                                             1，０００円 

    累計                           ３３５，０００円 
 

いよいよ夏もまっ盛り、

健康に注意しましょう。 

昨夜は、トゥゲザース

の委員の皆さんと楽しい一夜を過ごし

ました。 今朝は少々二日酔いぎみで

す。 

皆様暑中お見舞申し

上げます。 敬具。 

ナデシコジャパン応援

いたしましょう！ 

世田谷南の冨田会長、

種谷（タネタニ）幹事、ようこそお越し下

さいました。 

昨日、地区ロータリー

財団研究会の 8回目に参加いたしまし

た。 まだ残り 4回アリマス！！ 

「なでしこ」いいスター

トですが、完全に寝不足です。 

髙村幹事が社長をさ

れている会社、立派な考えを実践して

おられる。 タマに我社に来られる社員

の方に電話を架けたら、今日は髙村社

長以下 50名の社員全員一斎の健康診

断日でバリュームまで飲むので大きな

検診車が来ています。 との事、会社に

とって社員の健康を守る事は一番大事

な事と判っていてもなかなか出来ない。 

それを毎年やる髙村さんに敬礼。 

昨夜は、トゥゲザース

の委員の人とカラオケを久しぶりに楽し

みました。 ニコニコでした！ 

ロンドンオリンピック女

子サッカーで、なでしこジャパンが初戦

でカナダに勝ちました。 お目出とう。  

ニコニコです。 

冨田さん、種谷さん、

山の手の例会へようこそ。 川合さん、

昨夜の炉辺はにぎやかでした。 

本日は 24年ぶりに 2

度目のイニシエーションスピーチをさせ

て頂きます。 お聞き苦しいかと思いま

すがよろしくお願いします。 

 



いよいよ夏本番、頑張

ろう！！ 

暑いです。 体調に注

意しましょう！ 

暑さにまけず、がんば

ろう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昨夕、高円

寺で、TOGETHERS立上げの炉辺が行

われました。 幡野先生からもたくさん

の援助いただきました。 皆様、

TOGETHERSへの協力、宜しくお願い

申し上げます。 

 

＜竹村潤二さんのイニシエーションスピーチ概要＞ 

 

この度、再入会させていただいた竹村です。 

イニシエーションスピーチという事で、こんなオッサンの自己紹介なんて・・・とは思い、

新入会員でもないのでと言ったのですが、会友になっていた頃から、新しい会員も入られ

ているから・・・という事なので簡単に自己紹介させていただきます。  

 

私は 1947年昭和 22年生まれの 65歳です。いわゆる団塊世代です。 

今では日本語の教師を非常勤講師として渋谷の OLJ アカデミーという学校でしています

が、前職は日本料理屋のテンプラのオヤジでした。学生時代は柔道、合気道をしており

まして一応黒帯はもっております。26 歳から 35 歳までアメリカ、サンフランシスコで日本

料理屋を経営しておりましたが、東京の店を手伝えと言う命令でアメリカの店を売って日

本に帰ってきました。アメリカでは良いことも悪いことも経験しました。いい事では、日本

に帰ってきては中々出来ないだろうと思っていた小型飛行機の操縦や、ピストル射撃の

練習やらです。また合気道も SF 合気会という道場でもやっていましたし、ゴルフも SF の

プライベートクラブ、レークマルセッドで覚えました。 

 

私は、平成元年（1989年）2月 2日、42歳の時に、当時山の手 RCの 3期目の会長を

されていた田治さんに薦めれら入会させて頂きました。入会前からメンバーの方たちとゴ

ルフのお付き合いをさせていただいておりまして、色々な所にゴルフ旅行に行ったりして

いましたので、RCの「会員は皆平等」と言う理念が何となくアメリカ帰りの私にはとても居

心地がよく、2007 年に退会するまで、米山委員長、出席委員長、会報雑誌委員長、R 財

団副委員長、親睦委員長、などと色々お役に立つよう頑張っておりました。 

●

「イニシエーションスピーチ」   津谷明紗子さん 
竹村潤二さん 



思えば色々な思い出があり、米山委員長をさせていただいた時には、日本で RC を始め

た米山さんってどんな人なんだろう？と思い、三島の彼の生家を観に行った事もありまし

た。（米山記念館） また出席委員長をさせて頂いた時には、どうしたら皆に気持ち良く、

忘れないで出席していただけるか？出席率を上げるためにと月に一度、委員長の私とジ

ャンケンをし勝った人には都内近郊のレストランなどの食事券を差し上げるなどしたこと

もありました。竹村はバカな事を考えるな・・・と思われた方も、もちろんいらっしゃったこと

もありましたが・・・。（ジャンケン大会） 

又親睦委員長をさせていただいた時は、奥湯河原の有名高級旅館ツバキにも行きま

した。この時は、奥様方にも参加して頂いたような記憶があります。 

また、確かこの年だった・・・？と思いますが、私の家業の当時赤坂で 35 年間母が女

将としてやっておりました料亭を建て替えて、もう少し気軽にどなたでも来ていただける

日本料理屋に！！！と言う事で、約 1年間の工事休暇をせざるを得ませんでした。 

何もしないで（もちろん工事会社からは 1年間の生活費を保証しては貰っていましたが） 

1 年間を過ごすのもつらい！と思い、アルバイトでタクシーの運転手をしました。約 10 ヵ

月位とてもいい経験をしました。もちろん RCの会員、その他なるべく知れない事を願って

でしたが、その後、アルバイトを辞めてからその間に書いていた日記のようなものを RC

の会報に連載したところ、大変な評判をいただいた記憶があります。そうですよね！ RC

の会員はやはりそれなりの方ばかりなので、いくらアルバイトだと言ってもタクシー運転

手をするような方はいらっしゃらないと思います。おそらく私が RC 会員の中で始めての

大胆な会員だったでしょう・・・と思います。 

私はこの度、職業奉仕副委員長をさせて頂いておりますが、職業によって人を判断し

たり、見下してはいけない！という事は良く判ってはいるつもりですが、やはり当時は、そ

ういう傾向は間違いなくあったと思います。おいおい「タクシー日記」については、またご

希望があれば再発表していってもいいかな？？とは考えております。 

 

RCでは会費の免除というシステムはありません。 

平成 19 年私が 60 歳の時、私に脳腫瘍が発見されました。今でも腫瘍はあります。良性

ですが商売を続けるのは、ストレスをかかえての私には出来ませんでした。母とも相談

の挙句、店は他人に貸す事にしました。それと同時に RC は退会しました。それでも、皆

さんのご厚意で、会友という形でいつまでも例会にも、又いつでも親睦ゴルフにと誘って

頂きとても心地よい待遇にして頂きました。でも私の中では、いつも早く大好きだった山

の手 RCの会員に戻りたい！！という気持ちでした。 

体の方は毎年 MRI の検査はしていますが、今のところ腫瘍の大きさには変化はなく、5

年間手術もしなくて済んでいます。これからも多分そのままでいけると信じています。こう

して復帰させて頂きましたので、また今まで通り皆様の仲間として、今後とも宜しくお願い

いたします。 



 

 
 
 

 

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    2日（木）    理事会  13：45～ 2F「橘の間」 

会報・HP委員会 炉辺  13：45～ロビー階「オリガミ」 

8月 16日（木）    例会休み（お盆） 

8月 23日（木）    卓話 「アンチエイジングの話」  弘田明成会員 

8月 30日（木）    例会休み（規定 1） 

9月    6日（木）    理事会  13：45～ 2F「橘の間」 

9月 19日（水）    第 109回 親睦ゴルフ会 

「袖ヶ浦カントリー倶楽部 新袖コース」 

 

  

 

祝賀者  誕生日                                                                      津谷明紗子さん （9日）  星野勇介さん （12日） 

祝賀者  ﾊﾟｰﾄﾅｰ誕生日     植田玄彦さん                    （9日）             鈴木康之さん （15日） 

 

卓話   田中作次ＲＩ会長 及び TOGETHERSの DVD上映 

 

 

≪サーバ―お引越しの為、山の手ロータリーのホームページ URLが一時変更になります≫ 

※上記作業に伴い、8月 16日は事務局のメールが送受信出来なくなるのでご了承下さい。 

http://tokyoyamanote-rc.sakura.ne.jp/            今週の担当  増田静一 委員 

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 


