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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１２２３回例会プログラム 
2012年 10月 25日(木) 
 
 
点鐘・・・・・・・・・・・・・・・         星野会長 
 
ロータリーソング・・・・・         「奉仕の理想」 

                            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    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) 
 
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・・・・・・・・・・・・・・・         「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  
 
次週予告・・・・・・・・・・・          プログラム委員会 



●会長・幹事との協議会 

 

 

 

 

 

 

 

 

●第 1222回例会報告 

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 

会員数  62名 （対象） 62名 

当日出席数   38名（61.29%） 

前回修正出席率         （80.65%） 

 

・ビジター 

佐久間崇源ガバナー （東京目黒 RC） 

渡辺美智子地区副幹事 

（東京六本木 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） 

●会長報告 (星野会長) 

本日佐久間ガバナーを迎えて、７者協

議会を例会に先立ち行いました。 

佐久間ガバナー、阿部ガバナー補佐、

渡辺地区副幹事、平井グループ幹事と、

山の手から吉岡会長エレクト、磯野 SAA、

髙村幹事、それに私を加えて 7 名で行い

ました。 

私からクラブの現状と課題、奉仕活動

の報告を行いました。 

佐久間ガバナーから地区の要望事項

や RIの現状などをお聞きしました。 

 

●幹事報告 （髙村幹事） 

１．IMが 11月 5日に行われます。 

11月 8日の例会の振替となります。 

２．佐々木順一さんの後任について、 

副 SAAに増田さん、R情報委員長に

横山さんで、持ち回り理事会にて承認

を得ました。 

３．親睦旅行は 11月の予定でしたが、地

区行事の都合で来年の春に変更しま

す。 

４．クラブ名刺に例会日と例会場を入れる

ようにします。 

 



●委員会報告 

地域社会委員会  （松木委員長） 

1）東京育成園の子供たちより、9月 9日

「土と遊ぶ」のお礼状と写真を送付いた

だきました。 

 

 

 

 

 

 

 

2）11/25（日）に「土と遊ぶ」収穫祭をとり

行います。 是非ご出席願います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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     １，５１０，０００円 

10/18 例会                                                     ７０，０００円 

累計                   １，５８０，０００円 

 

今年度の山田町漁協支援について。 

今期の支援について、漁協からは組合員

全員 609名が着用する防寒雨合羽（上

下）をお願いしたいとの要望がありました

が、市価約 15,000円の 600枚、約 900万

円にのぼる案件でありまして、山の手で

は今期、漁協に対する支援は 300万円位

でと考えておりますので、不足分は山田

RCから他クラブへ働きかけてもらい、共

同プロジェクトに賛同していただけるクラ

ブを探して欲しい旨お願いをしていまし

た。 

今回、山田RCからの回答があり、次の

クラブが協力していただけることになりま

した。 

 



山の手 300万 

   小  樽 200万 

   盛  岡 150万 

大  阪  50万 

価格は盛岡 RCの交渉により、1着

11,495円になり、実行できることになりま

した。 

納品は 11月末日 

贈呈式は 12月 9日(日) 

会場は山田町鮭大漁祈願まつりの会場

で行います。 

 

 

●ニコニコＢＯＸ 

本日の合計                                                                  ７４，０００円 

    累計               １，０６１，４８４円 

 

新井秀幸さん  佐久間ガバナーようこ

そいらっしゃいました。 

伊達 幹さん  佐久間ガバナーようこ

そ。 よろしくお願いいたします。  

女房の誕生祝ありがとうございます。 

江中武久さん  飯塚さんがこれからの

余生といっていますので、私はこれから

の青春を山の手 RCで楽しくすごしたい

と思います。 

後藤守機さん  めずらしく江中さん

が真面目に SAAの仕事をしていたの

で!! 感激!! 

灰田美知子さん  本日結婚記念日を

お祝いして下さるそうでありがとう

ございます。 

星野勇介さん  佐久間ガバナーようこ

そお越下さいました。 楽しんで行って

ください。 

市川 隆さん  先日は家内の誕生日

プレゼントのバラをありがとうござ

いました。 

飯塚 孝さん  結婚記念日のお祝い

有難うございました。 今年、金婚

式を迎えます。 50年は波乱の生活

でしたが、これからの余生を当クラ

ブの友と楽しみたいと思っています。 

神通康夫さん  佐久間ガバナーようこ

そ。 卓話楽しみにしております。 

700万円 



川手直明さん  生駒さん昨日は有難

うございました。 

松木昭和さん  秋も深まってまいり

ました。 ゴルフの良い季節です。

ニコニコ。 

森本正昭さん  ガバナー訪問を歓迎

して。 

西澤忠義さん  少しいい事がありま

した。 ニコニコ。 

沖正一郎さん  なんと 86才になりま

した。 ヨタヨタしながら海岸に通

ってます。 

佐々木光勝さん  “お達者会”楽し

いひと時に感謝感謝。 ニコニコ。 

清水庸男さん  本年度の被災地支援

は、山田漁協の組合員に合羽 609着

を送ることになりました。 会員の

皆様の一層のご協力をお願いします。 

鈴康之さん  秋です。 忙しいです。

でもロータリー仲間がいるので楽し

いです。 ニコニコ。 

 

髙村昌秀さん  佐久間ガバナー 山

の手 RCへようこそ。 

竹村潤二さん ガバナーを迎えて。 

ニコニコ……。 

上田正昭さん  佐久間崇源ガバナー

の公式訪問日を迎えて。 ニコニコ。 

山崎武彦さん  今年はいっしょうけ

んめい出席してます。 出席委員だ

からです！ 出席よろしくお願い致

します！ 

吉岡桂輔さん  佐久間ガバナーの来

訪を歓迎して。 

 

●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 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 

●山の手伝言板 

10月 25日（木）        山の手 俳句の会 

11月                  1日（木）        理事会 13：45～ 2F「橘の間」 

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。 

10月 11日（木）        第 110回親睦ゴルフ会  佐倉カントリー倶楽部 

10月 11日（木）        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 15日（木）        卓話 「日常を生き抜く新地町の人々 ─  

その驚くべき強さの記録」 

地区Ｒ平和フェローシップ学生  アリソン・クウェッセルさん 

10月 11日（木）        世田谷 6 クラブ親睦ゴルフ大会 「よみうりゴルフ倶楽部」 

11月 25日（木）        地域社会委員会「土と遊ぶ」 じゃが芋収穫 11：00～城田農園 

●第１２２４回例会予定 [2012年 11月 1日(木)]  

 

祝賀者  誕生日          市川 隆さん        （3日） 

祝賀者  ﾊﾟｰﾄﾅｰ誕生日      清水 毅さん        （3日） 

   結婚記念日  上田正昭さん（3日） 里内俊夫さん（4日） 

                   伊達 幹さん（4日）  横山雅也さん（12日） 

 

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） 

 

 

 

★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/

