
 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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・・・・・         「山 の手 ロータリー讃歌 」 

                            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        伊達 幹さん     （24日） 佐藤雅巳さん （9/2日） 

祝賀者・・・・・・・・・・・・・          誕生日                 高木泰男さん （9/2日）灰田美知子さん （9/2日） 

祝賀者・・・・・・・・・・・・                    ﾊﾟｰﾄﾅｰ誕生日 山田 清さん           （24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・・・・・・・・・・・・・・・         「知っておきたい高齢者住宅の現況とこれから」 

・・・・・・・                         みよの台薬局グループ  社長 池田尚敬様  
 
次週予告・・・・・・・・・・・          プログラム委員会 



●

2012年 8月 9日（木） 

会員数  63名 （対象） 63名 

当日出席数   37名（58.73%） 

前回修正出席率         （84.13%） 

 
 

●

震災復興支援委員会（清水康男委員長） 

先週 8/2日（木）に開かれた理事会に、

盛岡西 RC、吹田西 RC との共同プロジェ

クトとして岩手県大槌町の町民集会場の

浄水装置の設置費用 145万円のうち、50

万円の負担をする案件について審議をい

ただき、下記の 3件と共に承認いただきま

した。復興支援金として、大槌町役場と山

田町役場に各々、20万円宛、県立山田高

校ボート部に 10万円を支援する。 
 
 

会報・HP委員会     （北原委員長） 

今日、例会終了後 3Ｆラウンジで会報・

HP委員会の炉辺をやります。 よろしくお

願い致します。 
 
 

会員増強維持委員会   （倉知委員長） 

 先週のテーブルディスカッションで提出

していただいたアンケートを集計して、結

果を 8月23日（木）の例会でご報告いたし

ます。 
 
 

ロータリー情報委員会  

（佐々木順一委員長） 

8月 2日の例会の時に推薦しました、ロ

ータリークラブ及びロータリーの歴史、哲

学についての解説書ロータリアン必携“ロ

ータリー情報マニュアル”（2000円 2010

年版）をぜひお買いもとめください。 さき

ほど例会のはじまりに全員で唱和した“四

つのテスト”は、ロータリーの職業奉仕の

考えの中の文章にすぎません。 そのよう

な知識を記録されております。 8月末を

もって締切りとさせていただきますので、

申込書を事務局にお出しください。 
 
 

新世代委員会        （大川委員長） 

親睦、会員増強維持、震災復興支援、

新世代各委員会の合同炉辺を催します。 

日時  2012年 8月 22日（水） 

午後 6時より 

場所  韓国家庭料理 「焼肉 朱蒙」 

当日は、静岡日本平 RCの会長、幹事、

奉仕 PJ委員長も出席します。 皆様のご

参加、お待ちしております。 
 
 

地域社会委員会      （松木委員長） 

平成 24年 8月 7日（火）東京育成園に

星野会長、髙村幹事、松木で訪問。  

副園長河原一郎氏、統括主任雨宮雅子

氏対応。 幼稚園生から小学校 6年生ぐ

らいまで約 30名、及びサポート職員にご

参加を要請。 注意事項として、子供たち

の個人情報に関しては、公開しないように

最大限配慮してくださいとの事。 

9月 9日（日）に行いますので協力願いま

す。 



会長ノミニー指名特別委員会      

（吉岡桂輔会長エレクト） 

前回、皆様に選んでいただいた会長ノ

ミニー指名特別委員ですが、来る 9月 6

日（木）午前 11時 40分から、第一回会長

ノミニー指名特別委員会を開催いたしま

す。 
 
 

●

俳句の会   （竹村潤二会員） 

8月は例会（句会）はありません。 

山の手句会は毎月第三木曜日例会終了

後に集まっています。 是非一度参加して

みて下さい。  

本日の週報（No.1214）に先月（7月第 139

回句会）がのっていますが、全員が特選

句のように印刷されていましたが、特選句

は松原さんの 2句、後は佳作句という事

になります。 
 
 

●  

本日の合計                                                                  ４９，０００円 

    累計                           ４６６，７００円 

 

夏カゼにお気をつけ

下さい。 

残暑お見舞い申し上

げます。 誕生日のお祝いありがとうご

ざいます。 

最近増々カミさんとい

ちゃついています。 

数日前チョッと良い事

がありました。 ニコニコ！！ 

オリンピックも終盤を

迎えましたが、松江出身同郷のテニス

ランキング 17位の錦織圭選手の 8強

入りは 58年振りの快挙です。 ランキ

ング 7位の銅メダリストのデルポトロに

敗れましたが、未だ 23才次のオリンピ

ックに期待します。 

ロンドンオリンピックは

グループ単位の競技でメダルをとってく

れて、チーム力の強さをみせてくれてよ

い賞です。 

暑さに負けずに頑張り

ましょう。 

家内の誕生祝いを頂

きありがとうございます。 百日紅（さる

すべり）の花がまだまだ咲いています。

夏ももうしばらく続きます。 頑張りまし

ょう。 

妻の実家へ片道 800

㎞車で行きます。 御殿場あたりにゴル

フへ行くのが、とても近く感じるようにな

ります。 

暑中お見舞申し上げ

ます。 個々には見舞状を出しません

ので週報にて。 ニコニコ。

家内の誕生日にニコ

ニコです。 レスリングの金メダルのお

陰ですいみん不足です。 大和ナデシ

コは強いけど・・・ 

夏バテです。 酔っぱ

らって寝て起きたら、日本の金メダルが

2つも増えていました。 恐るべし、日本

肉食系女子！ サッカーのなでしこも女

子レスリングのような虎顔ユニホーム

にすれば金メダルをとれるのでは？

レスリング金メダルよ

かったよかった。 それにしても女性ア

スリートが大活躍ですネ。 



 

 
 
 

 

8月 30日（木）    例会休み（規定 1） 

8月 30日（木）    「旨い蕎麦を喰らう会」  18：30～ 神保町「柳屋」 

8月 31日～9月 3日 事務局  お休み 

9月    6日（木）    会長ノミニー指名特別委員会開催  11：40～ 2Ｆ「橘の間」 

理事会  13：45～ 2F「橘の間」 

9月    9日（日）    地域社会委員会 「土と遊ぶ」 芋種植え 11：00～城田農園 

9月 13日（木）    卓話「山の杉の木は一本いくらか」 多摩木材センター協同組合 

専務理事 三谷 清様（春日さん紹介） 

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」 

9月 20日（木）    山の手俳句の会 

  

 

祝賀者  ﾊﾟｰﾄﾅｰ誕生日                                      磯野道造さん     （10日） 

 

卓話   「東日本大震災と損害保険」 

（株）トムソンネット シニアアドバイザー 小島修矢様 （春日さん紹介） 

 

≪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  大川丈男 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 


