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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 

 
第１２２１回例会プログラム 
2012 年 10 月 11 日(木) 
 
 
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 ： 生駒昌太郎さん 
 
ビジター・ゲスト紹介・・      親睦委員会 
 
祝賀者・・・・・・・・・・・・・          誕生日    磯野道造さん   （13 日） 
                           江中武久さん (14 日) 
 
祝賀者・・・・・・・・・・・・・          ﾊﾟｰﾄﾅｰ誕生日  市川  隆さん     （14 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・・・・・・・・・・・・・・・         「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 
 
次週予告・・・・・・・・・・・          プログラム委員会 



●第 1220 回例会報告 

2012 年 10 月 4 日（木） 

会員数  62 名 （対象） 62 名 

当日出席数   42 名（67.74%） 

前回修正出席率         （84.13%） 

 

・ビジター 

増井 信さん （東京世田谷南 RC） 

 

・特別ゲスト 

太田裕己さん （RYLA 研修生） 

アリソン・クエッセルさん 

（ロータリー平和フェローシップ学生） 

 

●会長報告 （星野会長） 

本日は皆様に悲しいお知

らせをしなければなりません。    

チャーターメンバーで 1995

～96 年度会長を務められま

した 

佐々木順一会員が 10 月 2 日にお亡くな

りになりました。 謹んで哀悼の意をささ

げたいと思います。 我がクラブにとって

かけがいのない会員を失い、痛恨の極

みに存じます。 ここに謹んでご冥福を

お祈り致します。 

 

●幹事報告 （髙村幹事） 
１. 深沢高校インターンシップは、後藤会

員・春日会員・大川会員・髙村にて受

入が決定しました。 

２. 本日、例会終了後、理事会が開かれ

ます。 

３. 本日配布のロータリーの友 10 月号の

ロータリー・アットワーク 29 に震災支援

で寄付したバスの件が掲載されていま

す。 

４. TOGETHERS 炉辺ゴルフを 11/29(木)

に行います。 

 

 

●委員会報告 
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     １，１９０，０００円 

10/4 例会                                              １７０，０００円 

累計                   １，３６０，０００円 

 

米山奨学委員会      （生駒委員長） 

10 月は米山月間です。 来週から 3 回

特別寄付の募集を行います。 お 1 人 1

万円をめどにご協力下さいますようお願

い致します。 

 

親睦委員会           （川合委員長） 

10 月 20 日(土) 午後 3：00 より 後楽園

ボウルにて親睦ボウリング大会を開催し

ます。 5 人 1 組で行いますので、ご家族

皆様の参加をお待ちしております。 

 

親睦委員会 二木会   （横山担当委員） 

11 月 8日 第 2 回二木会開催致します。

「オーバルキッチン」 

 

●ニコニコＢＯＸ 

本日の合計                                                                  ９８，０００円 

    累計                           ９３５，５８４円 

 

新居英一さん  今年の夏は暑かった

ですね。 佐々木（順）さんもその加減

でしょうか、年配者としてはショックでし

た。 

新井秀幸さん  佐々木順一さんのご

冥福をお祈り致します。 生前は何かと

お世話になりました。 

 



浅野健太郎さん  佐々木順一さん、

今まで本当にお世話になりました。  

心よりご冥福をお祈りいたします。 

福神邦雄さん  家内の誕生祝ありが

とうございました。 

福囿正志さん  悲しい知らせを受取

りました。 先日、色々とお教え頂い

たばかりでした…。 

後藤守機さん  ①今日の卓話者 鈴

木陽二さんの「ロンドンオリンピック」の

お話し楽しみにしております。 

②例会に来て、佐々木先輩の急逝をお

聞きし、ビックリすると共にご冥福をお

祈り申し上げます。 

灰田美知子さん  アリソンさんお帰

りなさい。 Welcome back! 

幡野永由さん  ①誕生日のお祝いを

頂きありがとうございます。 86 才

となりました。 よろしくお願い致

します。 

②佐々木さんの死、無念です。  

御冥福を祈ります。 

日野正紀さん  ①ようやく秋らしくなっ

てきました。 やれやれです。 

②佐々木さんの急逝には驚き入ってお

ります。 合掌。 

星野勇介さん  世田谷南 RC の IM 実

行委員長 増井さんようこそお越下

さいました。 

磯野道造さん  今日は結婚祝いを頂

きありがとうございます。 結婚し

て 50年たちました。 

片岡 鄕さん  ベルリンに子会社を

設立するのに手間取りました。  

ようやく登記完了です。 

川合 孝さん  佐々木順一さん、残念

です。 もっとお話しをお伺いした

かった。 

川手直明さん  ①佐々木順一さん 

先週例会でお話しをしたばかりなの

に突然でびっくりしました。  

ご冥福をお祈り申し上げます。 

②鈴木様 ロンドンオリンピックで柔

道との比較もして頂けたら楽しみで

す。 宜しくお願いします。 

北原慎庸さん  暑かった夏と 9月を

無事のり越えられたことをワイフに

感謝して。 

増田靜一さん  佐々木順一さん、つ

つしんでご冥福をお祈り申し上げま

す。 

大川丈男さん  佐々木順一先輩 人

生 邂逅(かいこう)こころから感謝

しております。 安らかなご冥福を

お祈りしております。 

小野佐千夫さん  パートナーの誕生

祝いありがとうございます。 

佐々木光勝さん  佐々木順一さん 

謹んでご冥福をお祈り致します。 

里内俊夫さん  秋田県下で新型原油

「シェールオイル」の採取に成功し

たと新聞やTVで知った。 米国では、

すでに生産は本格化しているそうだ

が、日本の技術陣も大したものだ。

拍手拍手。 

高木泰男さん  佐々木順一さんの突

然の訃報を受け、ご冥福をお祈りし

ます。 先週同じテーブルでした。 

髙村昌秀さん  佐々木順一さんのご

冥福をお祈りいたします。 

竹村潤二さん  佐々木順一さんの訃

報を受け、大変驚きました。 先週

同じテーブルで、S.A.A の赤タスキは

食事が始まったらはずしていいんだ

よ!!と言われたのが最後のお言葉だ

ったと考えると何か感慨深いものを

感じます。 ご冥福をお祈りします。 

吉岡俊樹さん  今日は秋晴れ。  

良い気分です。



 

●2012～2013 年度 第４回理事会議事録 

 

幹事 髙村昌秀 

 

日 時  2012 年 10 月 4 日（木） 13：45～14：30 

場 所  ザ・キャピトルホテル東急 2Ｆ「橘の間」 

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。 

川合孝。星野勇介。髙村昌秀。 

 

議 題   

１）震災復興支援の件 

①山田漁協より合羽購入の支援要請あり。１４，７００円×６０９着の希望。 

当クラブ単独では難しいので山田ＲＣより他クラブへの呼びかけを依頼。 

当クラブとしては、３００万円を支援することにした。 

②山田高校よりマイクロバスの購入要望あり。中古車両であれば１００万円程度 

と思われるが、正式な金額の要請を受けてから決定することにした。 

③大槌町浄水器支援に関して、５０万円支出の内、２５万円は地区からの補助金 

を受けられることが決まった。 

 

２）ＩＭコ・ホストの件 

①ＳＡＡ・親睦委員会 各４名計８名が当日ホストクラブの世田谷南ＲＣの手伝い 

をする。両委員長が 10 月 18 日までに人選をすることにした。 

②当日のテーブルディスカッションのテーブルリーダー及び記録係の人選につい 

て、出席予定者の中から会長、幹事が決めることにした。 

③次週１１日の例会で「ＩＭ」についての説明を日野会員よりすることにした。 

 



３）クラブ代表者会議出席者の件 

①会長エレクトが出席するのが慣例 

②吉岡会長エレクトの都合が悪い場合は、星野会長が出席することにした。 

 

４）ＳＡＡ磯野さんより 今年度ニコニコは、今のところ順調。 

 

５）ロータリー情報委員会の後任委員長については、星野会長が人選をし、持ち回り 

理事会にて決定することにした。 

 

６） 近、例会時（卓話中でも）私語が多い。ＳＡＡより委員会報告にて注意すること 

にした。 

 

７）9/20 のガバナー補佐訪問時に川合親睦委員長が、山の手西グループの親睦委 

員長同士の懇親を深める会合の提案をした。そのため、次回の山の手西グルー 

プの会長・幹事会に川合親睦委員長の特別出席の要請があった。 

 

８）今後の会員増強や財政問題を踏まえ、ＣＬＰ委員会に山崎良雅さんを加えて検討 

していくことにした。 

 

９）10/18 のガバナー訪問時のスケジュールを次週星野会長より発表することにし 

た。それによりガバナー出迎え（ＳＡＡ、親睦委員）も準備する。 

 

１０）松木地域社会委員長より、11/25 の芋掘りについて、意見募集の発言あり。 

子供達を楽しませるアトラクションを考えたいとのこと。 

 

１１）10/20 の親睦ボウリング大会に TOGETHERS 参加団体の光友会より、子供達 

が参加する。その子供達の参加費用（プレー代等）を奉仕予算より支出することに 

した。 

以上 



 

 
 
 
 
 

●山の手伝言板 

10 月 11 日（木）        例会前にストレッチがあります。 

10 月 18 日（木）        ガバナー7 者協議会  11：20～ 2F「藤の間」 

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」 

10 月 25 日（木）        卓話「米山奨学委員会の活動について」 

地区米山奨学委員会  委員長 井上隆彦様 

11 月                  1 日（木）        卓話「 新鋭機ボーイング 787 を担当して」 

JAL787 運航乗員部  部長 小川 良様（山崎良雅さん紹介） 

11 月                  5 日（月）        山の手西グループ IM（インターシティ・ミーティング） 

10：30～ セルリアンタワー東急ホテル 

11 月                  8 日（木）        IM に振替の為、例会はお休みです。 

二木会  18：00～ 「オーバルキッチン」 

11 月 25 日（日）    地域社会委員会「土と遊ぶ」 芋掘り  11：00～ 城田農園 

●第１２２２回例会予定 [2012 年 10 月 18 日(木)]  

国際ロータリー 第 2750 地区 ガバナー公式訪問 

 

祝賀者  誕生日          沖正一郎さん   （22 日） 

祝賀者  ﾊﾟｰﾄﾅｰ誕生日      伊達 幹さん        （23 日） 

   結婚記念日  灰田美知子さん（18 日） 飯塚 孝さん（19 日） 

 

卓話   ガバナー 佐久間崇源 様 

★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 

東京山の手ロータリークラブ 
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 


