
 

週報 N0. １２２２                  ２０１２年１０月１８日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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１２２２回例会プログラム 
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 
 
点鐘・・・・・・・・・・・・・・・         星野会長 
 
ロータリーソング・・・・・         「我らの生業」 

                            ソングリーダー ： 佐々木光勝さん 
 
ビジター・ゲスト紹介・・      親睦委員会 
 
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） 
 
 
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・・・・・・・・・・・・・・・         「ガバナー  卓話 」 

国際ロータリー第 2750地区 ガバナー 佐久間崇源様  
 
次週予告・・・・・・・・・・・          プログラム委員会 



●第 1221回例会報告 
2012年 10月 11日（木） 

員数  62名 （対象）  62名 

当日出席数   43名（69.35%） 

前回修正出席率         （82.26%） 

 

●ビジター・ゲスト紹介 
(清水毅親睦委員) 

ビジター 

石井義興さん （東京恵比寿 RC） 

沈 佳琦さん 

（東京米山ロータリーE クラブ 2750） 

 
●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     １，３６０，０００円 

10/11例会                                              １５０，０００円 

累計                   １，５１０，０００円 

 

ＩＭについて   （日野会員） 

11月 5日は山の手西グループの IM

（INTERCITY  MEETING）です。 

IMはグループ 11クラブが一堂に会して、

昼食を共にしながら決められたテーマに

ついて話し合おうというもので、一年度に

一回だけ開催されます。 思いがけない

友人、知人が必ず参加しています。   

楽しみに出席しましょう。 

殊に今回は世田谷南 RCがホストクラ

ブで、当山の手 RCはコ・ホストクラブにな

っています。 振って参加下さい。 

 

親睦委員会   （川合委員長） 

10/20(土) 第 1回ファミリーボウリング

大会のお誘い 

東京ドームボウリングセンター 

15：00 スタート 

競技終了後には表彰式をかねた懇親会

も予定しております。 

みなさまの参加をお願いいたします。 

親睦委員会 ゴルフ担当  （神通委員） 

１）第 110回 親睦ゴルフ会のご案内 

11月 8日（木）佐倉カントリー倶楽部で 

開催致します。 

スタート時間 8時  

集合は 7時 20分です。 

当日は例会がお休みですので、大勢の

皆様の参加をお待ちしております。 

 

２）世田谷 6 クラブ親睦ゴルフ大会のご案

内 

2012年 11月 15日（木）よみうりゴルフ 

倶楽部で開催致します。 

当クラブからは、清水庸男さん、新井秀

幸さん、川合孝さん、市川隆さん、松木昭

和さん、横山雅也さん、西澤忠義さん、神

通康夫さん、以上 8名が出場します。 

当日はよろしくお願い致します。 

 

 

●ニコニコＢＯＸ 

本日の合計                                                                  ５１，０００円 

パクパクポケット     ９００円 

    累計                           ９８７，４８４円 

 

 

新井秀幸さん  朝がだいぶ涼しいとい

うより肌寒くなって来ましたが、皆さん

寝冷えに気を付けて下さい。 

江中武久さん  誕生日祝いありがとう

ございました。 

亀井 準さん  やっと涼しくなりほっと

しています。 

川合 孝さん  来週土曜日のファミ

リーボウリング大会を宜しく。 

川手直明さん  手話の後、飲み会の

皆さんのおつりの余りです。 

松原俊夫さん  家内の誕生日祝い有

難うございました。バラの水あげが

うまくいったと喜んでいます。 

清水庸男さん  ようやく秋らしい気

持の良い日になりました。 



清水 毅さん  昨日、結婚記念日の

お祝いの品をいただきましてありが

とうございました。 無事、20回目

を乗り切ることができました。 皆

様からのますますのご指導を宜しく

お願いいたします。 

鈴木康之さん  山中伸弥先生のノー

ベル賞受賞を祝して。 

髙村昌秀さん  涼しくなり、ネクタ

イを締めるようになりました。 

竹村潤二さん  ワイフの誕生日に、

きれいなバラをいただきありがとう

ございました。 とっても喜んでい

ました。 

渡邊恵一郎さん ヤット、秋らしくな

りましたね。 ゴルフ、野球、駅伝

など駒大に応援します。 10月 15日

は創立 130周年記念日です。 110周

年の時は、学部長でしたので大変で

した。 

山田 清さん  幡野先生、昨日はた

いへんだいじなお話をいただきあり

がとうございました。 

吉岡桂輔さん  今日も元気にロータ

リーに参加出来ることを感謝して。 

ニコニコ。 

吉岡俊樹さん  結婚記念のお祝いを

いただきました。 ありがとうござ

います。 10月 10日が体育の日でな

くなってしまい、それ以来忘れてし

まっていました。 妻も嬉しそうで

した。 

●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 
酒亭 「いぶき」 亭主  山本孝夫様  

 

1. 「こそば」との出会い 

私が「こそば」に出会ったのは、平成 19年 11月 22日のことでした。板橋区と妙高市は

親善関係にあり、そこで妙高市役所の池田弘様（現 妙高市役所総務課の課長）から、 

平丸（寸分道）のそば作り名人の阿部興司夫さんを紹介して頂きました。 

そこで、早速この地域で取れた「こそば」を十割で打ってみました。実に打ちにくいソバ

粉でしたが、食べて見ると、風味といい、甘みといい実に申し分のないソバ粉でした。 

いろいろな条件がありましたが何とか分けて頂くことが出来て、「こそば」を使って手打ち

そばをお出しする事が出来るようになりました。 

 

2. 「こそば」について 

妙高山麓には、大きく分けて 2種類あり、「妙高在来」と呼ばれる小粒なソバと、それより

もさらに小粒な「こそば」（上小沢、平丸地区で僅かに作られている）がある。「こそば」は

「こ」を小さいとも書き、古いとも書きこの地域の絶滅しかけている在来種です。「こそば」は

一般のそばと比較してその粒の大きさは 1/2から 2/3程の大きさで、収穫量も一般のそば

の 1/2以下です。そのため生産する農家も少なく今ではオーナー制度で、交流が無いと入

手できないのが現状です。ちなみに「酒亭 いぶき」では 1反の畑を借りて、種蒔きと刈入

れには現地に行ったり、そば粉を送っていただく時にその地域の野菜などをお送り頂いて

普段から交流することで「こそば」の供給をして頂いております。 



 

 
 
 
 
 

●山の手伝言板 

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）        山の手 俳句の会 

11月                  1日（木）        卓話「最新鋭機ボーイング 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  10：30～ 

セルリアンタワー東急ホテル B2「ボールルーム」 

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

               第 110回親睦ゴルフ会  佐倉カントリー倶楽部 

二木会  18：00～ 「オーバルキッチン」 

11月 14日(水)～16日(金)   職業奉仕体験実施（インターンシップ） 

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

●第１２２３回例会予定 [2012年 10月 25日(木)]  

 

祝賀者  誕生日          後藤守機さん   （30日） 

祝賀者  結婚記念日       鈴木康之さん（28日）  植田玄彦さん（28日） 

 

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 

 

 

★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  大川丈男 委員 

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 

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

