
 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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・・・・・         「日 も風 も星 も」 

                            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 
 

祝賀者・・・・・・・・・・・・・          結婚記念日   崎山 收さん   （31日） 松木昭和さん   （10/1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・・・・・・・・・・・・・・・         「女 性宮家構想の背景 」 

ジャーナリスト 神田秀一様  
 
次週予告・・・・・・・・・・・          プログラム委員会 



●

2012年 9月 20日（木） 

ガバナー補佐訪問 

 

会員数  63名 （対象） 63名 

当日出席数   42名（66.67%） 

前回修正出席率         （84.13%） 

 
 

奥田省三さん （福知山 RC） 
 

阿部博道ガバナー補佐 

（東京世田谷南 RC） 

平井国喜グループ幹事 

（東京世田谷南 RC） 

髙野栄昭さん （北原さん紹介） 

 
 
 

●

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9月 17日に行われました、RYLAセミナ
ーに、大川新世代委員長の代理で出席し
ました。 当クラブでスポンサーをしました、
太田裕己（おおた ゆうき）君はセミナーを
無事修了して、修了証書を佐久間ガバナ
ーより頂きました。 近いうちに当クラブに
スポンサーのお礼に来る予定です。 
 

●

１．ストレッチの件 
  １０月は第二週に行います。 
２．インターンシップの件 
  都立深沢高校の生徒を受け入れる件
について現在、後藤会員・大川会員・
髙村の３名が予定しています。 締め
切りまでまだ時間があるので受入可能
な方は幹事まで。 

 
 

●

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。  

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                                                     ８７０，０００円 

9/20 例会                                              １１０，０００円 

累計                     ９８０，０００円 
 
本日迄の募金は、98万円でした。  

来週以降、半期目標 250万円に向って皆
様の一層のご協力をお願いします。 
 
 

親睦委員会    （川合委員長） 

10/20（土）ボウリング大会を開催しま
す。 老若男女、子供さん方の参加をお
願いします。 1チーム 5人制で個人戦、
団体戦ストライク賞、ガーター賞多数有
り。 
PM3：00後楽園ボウル集合。 
 
 

山の手俳句の会   （飯塚 孝会員） 

本日、午後 2時 30分より、第 140回山
の手俳句の会が開催されます。 兼題は
「萩の花」です。 ご指導は、俳誌「海」主
幹の髙橋悦男先生です。 



第 109回親睦ゴルフ会（神通ゴルフ担当） 

日時  2012年 9月 19日（水） 
於  袖ヶ浦カントリー倶楽部 新袖コース 

 

 

 

 

 

 

 

 
昨日（9/19）、第 109回 山の手ロータリ

ー 親睦ゴルフコンペを袖ヶ浦カントリー
倶楽部 新袖コースにて行い、16名が参
加しました。 雨も上がり良い天候のもと、
一日楽しくプレーをすることができました。 
成績は 3位清水庸男さん、2位市川隆

さん、優勝 ネット 75 3オーバー 福囿正
志さんでした。 

 

順位 氏名 GROSS HDCP NET 

優 勝 福囿正志 91 16.0 75.0 

準優勝 市川 隆 84 7.0 77.0 

3位 清水庸男 85 8.0 77.0 

4位 西澤忠義 97 20.0 77.0 

5位 清水 毅 95 16.0 79.0 

6位 星野勇介 104 25.0 79.0 

7位 神通康夫 94 14.0 80.0 

8位 竹村潤二 95 14.0 81.0 

9位 川合 孝 91 8.0 83.0 

10位 後藤守機 95 11.0 84.0 

11位 大川丈男 105 20.0 85.0 

12位 髙村昌秀 100 10.0 90.0 

13位 吉岡桂輔 114 22.0 92.0 

14位 佐々木光勝 115 20.0 95.0 

15位 川手直明 118 23.0 95.0 

16位 江中武久 120 23.0 97.0 

 

●  
本日の合計                                                                  ７３，０００円 
パクパクポット                                                                                                                                 ８４円 

    累計                           ７８３，５８４円 

一年間お世話になります。 本日は宜
しくお願いします。 

昨日は本当にありがと
うございました！！ 

昨日は、親睦ゴルフの
幹事さんはじめご出席の皆様のお陰で、
朝から夜まで楽しく過すことが出来あり
がとうございました。 家内までニコニコ
でした。 

やっと涼しくなって参り
ました。 

阿部ガバナー補佐、
平井グループ幹事、本日はご苦労様で
す。 宜しくお願いいたします。 

遅れましたが、誕生日
プレゼントをありがとうございました。 
ニコニコ。 

阿部ガバナー補佐、
平井グループ幹事ようこそお越し下さ
いました。 楽しんで行って下さい。 

昨日の親睦ゴルフ楽
しかったです。 川合さん、福囿さん、
ありがとうございました。 

昨日、今年度最初の
親睦ゴルフ会を袖ヶ浦カントリー倶楽部
新袖コースで行いました。参加の皆様
お疲れ様でした。 天気予報は雨マー
クでしたが皆さんのおこないがいいせ
いか、1日いい天候の元でプレー出来
ました。 ニコニコ！ 

阿部ガバナー補佐、
平井グループ幹事本日はご苦労様で
す。 東京山の手 RCは素晴らしいです
よ。 

「阿部さん、平井さん
ようこそ。」IM出席します。 

“ロータリー情報マニ
ュアル”が届きました。 申し込んだ会
員は事務局から受けとってください。 
代金 2000円もお願いします。 

柴俊夫さん、本日はお
忙しい中をお越しいただきありがとうご
ざいます。 卓話楽しみにしています。 



昨日の親睦ゴルフに
参加させていただき、ありがとうござい
ました。和気あいあいと、楽しくプレーで
きまして、うれしかったです。 

阿部ガバナー補佐、
平井グループ幹事、山の手 RCの例会
へようこそ。 

昨日は親睦ゴルフに
参加させて頂きお世話になりました。 

阿部ガバナー補佐訪
問を記念して。 ニコニコ。 

妻の誕生日祝い、あり
がとうございます。 また、昨日のゴル
フ、大変お世話になりました。 おかげ
様で体調が GOODです。 

やっと秋の虫の声をき
きました。 ほっとします。

 

10月                 4日（木）          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  誕生日                                           幡野永由さん   （6日） 

祝賀者  ﾊﾟｰﾄﾅｰ誕生日                                      福神邦雄さん   （4日）  小野佐千夫さん   （6日） 

祝賀者  ﾊﾟｰﾄﾅｰ誕生日                                      崎山 收さん            （7日）  松原俊夫さん                     （8日） 

祝賀者  ﾊﾟｰﾄﾅｰ誕生日                                      竹村潤二さん    （8日） 

祝賀者  結婚記念日                                        磯野道造さん   （10日）    清水 毅さん   （10日） 

祝賀者  ﾊﾟｰﾄﾅｰ誕生日                                      吉岡俊樹さん    （10日） 
 

卓話   「ロンドン・オリンピック  水泳 」 

ｾﾝﾄﾗﾙｽﾎﾟｰﾂ(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） 

 

★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  山田 清 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 


