
 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 
国際ロータリー第 2750地区 ガバナー補佐訪問 
 
 
点鐘・・・・・・・・・・・・・・・         星野会長 
 
ロータリーソング・・・・・         「それでこそロータリー」 

                            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 
 

祝賀者・・・・・・・・・・・・・          誕生日    浅野健太郎さん     （26日） 

祝賀者・・・・・・・・・・・・・          ﾊﾟｰﾄﾅｰ誕生日  吉岡桂輔さん                          （22日） 

祝賀者・・・・・・・・・・・・・          結婚記念日 市川 隆さん                                 （21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・・・・・・・・・・・・・・・         「役者を通じてボランティア活動を一人でも多くの方々に」 

俳優 柴  俊夫様  
 
次週予告・・・・・・・・・・・          プログラム委員会 



●

2012年 9月 13日（木） 

会員数  63名 （対象） 63名 

当日出席数   38名（60.31%） 

前回修正出席率         （87.30%） 

 
 

●

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

イモ種植え 
 
 

●

8月 31日、9月 1日にかけて日韓親善
会議がグランド高輪プリンスホテルで行
われました。 参加者はおよそ 1,100名で
した。 内、韓国より 200名が参加しまし
た。 
現在の日韓関係での開催で参加者が

少ないのではないかと心配されましたが、 
無事開催にこぎ着けました。 基調講演
に予定されていた自民党衆議員議員 小
泉進次郎氏の講演がキャンセルされて恵
比寿ロータリークラブ所属の参議院議員 
山東昭子さんに急遽変更され講演が行
われました。  
今回、山の手ロータリークラブで“友愛

の広場”に震災復興支援プログラムのブ
ースを作りました。 たまたま今年度田中
ＲＩ会長が司葉子さんに先導され我がブー
スに立ち寄られました。           

そして、田中 RI会長から直接我がクラブ
の震災復興支援に対しお礼の言葉を頂き
ました。 
 
 

●

１．次週はガバナー補佐訪問です。 
  10：40よりクラブ協議会を行います。 
  時間が限られるので、発言希望の方
は事前に幹事高村まで。 

２．ＩＭが 11月 5日です。 
３．10月 20日 ボウリング大会です。 
  体力に応じたルールとします。 
ぜひご参加を。 

 
 

●

震災復興支援委員会 

（清水庸男委員長） 
＜2012-2013年度 募金報告・上期＞ 

前回までの合計                                                     ３４０，０００円 

9/13 例会                                              ５３０，０００円 

累計                     ８７０，０００円 
 

米山奨学委員会   （生駒委員長） 

米山梅吉記念館の運営資金として、 
お 1人 100円の募金をお願いします。  
今日と来週の例会時に箱を廻しますので
よろしくお願い致します。 
 
 

会長ノミニー指名特別委員会 

（吉岡桂輔会長エレクト） 

9月 6日午前 11時 40分から会長ノミ
ニー指名特別委員会が開催され、全員一
致で山崎良雅会員が指名されました。 
その後、山崎会員に指名結果を連絡し

て、ご検討を願っていたところ、先日受諸
する旨のご返事をもらいましたので、ご報
告いたします。 



会長ノミニー指名挨拶 （山崎良雅会員） 

2015－2016年度の会長をお引き受け
することになりました。 益々山の手ロー
タリークラブが、素晴らしクラブになります
よう努めさせていただきます。 また、創
立 30周年の記念式典を開催する年度に
あたりますので、皆様のご協力をよろしく
お願いいたします。 
 
 

親睦委員会 ゴルフ会 

（神通担当委員） 
来週の 9月 19日（水）第 1回目の親睦

ゴルフ会を開催致します。 大勢の参加を
戴きありがとうございます。 袖ヶ浦カント
リー倶楽部は、旧袖コースと新袖コース
がありますが、新袖コースでプレーを行な
いますので間違いない様お願いします。 

 

会計報告   （亀井会計監査） 

＜2011－2012年度会計報告＞ 
① 一般会計は、246万円の収入で、48万
円のマイナス。 

② 奉仕会計は、304万円の収入で、81万
円の黒字。 

③ 資金残は、一般会計 359万円、奉仕会
計 841万円、山の手基金 74万円、募
金 600万円です。 

 
 

親睦委員会 二木会  （横山担当委員） 

次回の二木会の日程発表 

11月 8日（木）です。 
 
 

●  
本日の合計                                                                  ５１，０００円 

    累計                           ７１０，５００円 
 

首都圏の水ガメが、干

し上がっています。 台風 16号が立ち

寄ってくれるといいですね！！ そんな

気持ちになる残暑続きです。 皆様健

康には充分ご留意下さい。 

先日はお誕生日のお

花をありがとうございました。 

先週の土と遊ぶのイ

ベントではお暑い中ありがとうございま

した。 

夏バテ緊急入院等で

長期欠席し、SAAの皆様には大変ご迷

惑をお掛けしました。 

昨夜の中身の濃い手

話サークルに感謝、感謝でした。（どこ

が濃かったかはナイショ） 

手話サークルの余剰

金です。 ニコニコ。 

日曜日の子供達との

ジャガイモ植えご苦労様でした。 江中

さん送って下さってありがとうございま

した。 

①「土と遊ぶ」ご協力

ありがとうございます。 収穫は 11月

25日です。  

10月 20日はボウリング大会です。 

①先日は大川さんに

職業奉仕お世話になりました。 有難う

ございました。  

昨日久し振りに新井さん、清水さんよ

りお小使いを頂きましたのでその一部を

ニコニコへ。 

あっと云う間に 78才。

これからも“充実”の人生に向かって突

撃！ 

先日の「土と遊ぶ」に

参加の皆様、お疲れ様でした。 11月

の芋の収穫の際に、子供達の笑顔を

又見るのが楽しみです。 

今週は中学生 4人が

職場体験に来ています。 元気な彼ら

を見ているとニコニコ！！ 

先週の卓話はとっても

参考になりました。 ありがとうございま

した。 今日も楽しみです。 



 
 

 
 
 

 

9月 20日（木）   ガバナー補佐訪問  クラブ協議会 10：40～ ２Ｆ「藤の間」 

                       山の手俳句の会 

10月                 4日（木）   卓話 「ロンドン・オリンピック 水泳」 

   セ   ントラルスポーツ（株） 常務、日本水泳連盟マスターコーチ 

鈴木陽二様（後藤さん紹介） 

                    理事会  13：45～ 2Ｆ「橘の間」 

10月 10日（水）        山の手 手話サークル 

10月 11日（木）        卓話 「絶滅寸前のこそばを守る」 

(株)東京住宅品質研究所  社長 山本孝夫様（春日さん紹介） 

10月 18日（木）        ガバナー公式訪問 

10月 20日（土）        山の手 RC親睦ボウリング大会 

15：00～ 「東京ドームボウリングセンター」 

  

 

祝賀者  結婚記念日                                        崎山 收さん   （31日）  松木昭和さん   （10/1日） 

 

 

卓話   「女 性 宮家構想の背景 」 

ジャーナリスト 神田秀一様 （星野さん紹介） 

 

★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  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 

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

