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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１２２６回例会プログラム 
2012年 11月 15日(木) 
 
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 ： 江中武久さん 
 
ビジター・ゲスト紹介・・      親睦委員会 
 
祝賀者・・・・・・・・・・・・・          誕生日                     渡邊惠一郎さん   （20日） 
 
                結婚記念日               町田行功さん     （16日） 

新井秀幸さん     （17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・・・・・・・・・・・・・・・         「日常を生き抜く新地町の人々 ― その驚くべき強さの記録」 

地区ロータリー平和フェローシップ学生 

アリソン・クウェッセルさん  
 
次週予告・・・・・・・・・・・          プログラム委員会 



●第 1224回例会報告 

2012年 11月 1日（木） 

会員数  62名 （対象） 62名 

当日出席数   40名（64.52%） 

前回修正出席率         （83.87%） 

 

●会長報告  （星野会長） 

被災地山田ロータリークラブの阿部会

長より、「冬季用防寒具の授与式を 12 月

9 日(日)に予定しています。 それに先立

ち 8 日（土）夕刻に、今回支援いただいた、

小樽ＲＣ、盛岡ＲＣ、大阪ＲＣそれに山の

手ＲＣの授与式参加の皆さんと懇親会を

予定しています。 是非ご参加下さい。」と

の連絡が清水復興支援委員長に入りまし

た。 

皆さんのご参加をお待ちしています。

詳しいことは近々ご案内致します。 

 

●幹事報告  (瀧本副幹事) 

1）本日、13：45～橘の間にて理事会を開

催いたします。 

2）11/5 IMについて 

①10：00受付 10：30点鐘 

②SAA、親睦委員から各 4名でお伝い

の方々は、9：00集合です。 

たすき（赤 4本、青 4本）を本日お持

ち帰り下さい。 

 

 

●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     １，７６０，０００円 

11/01 例会                                                     ２０，０００円 

10/25分戻し                                  △１０，０００円 

累計                   １，７７０，０００円 

 

地域社会委員会  （松木委員長） 

土と遊ぶ「収穫祭」のご案内。 楽しい

秋の一日を過ごせたら良いと思っていま

す。 是非御参加願います。 

 

 



会員増強維持委員会  （倉知委員長） 

当クラブ最重点課題である会員増強に

ついて、入会 5年未満の会員を対象に、

11月 13日（火）18：00から赤坂で炉辺を

行います。 現会員数は 62名ですが、年

度中 80名をめざし積極的に活動してまい

りますので、皆様のご協会宜しくお願い致

します。 

 

ロータリー財団委員会  （鈴木委員長） 

11月はロータリー財団月間です。 

① 年次寄付を例年通り 1人 100 ドル

（\8,000-）全会員の皆さんにお願いい

たします。 

② その他ベネファクター（恒久基金への

寄付が 1,000 ドルに達する者） 1名 

③ 大口寄付者（ロータリー財団への寄付

累計が 10,000 ドルに達する者） 

以上、よろしくお願いします。 

 

 

 

新世代委員会 TOGETHERS 

（瀧本実行委員長） 

1）各チームリーダー、委員会補助メンバ

ーをお願いしたい方に、11月中お声が

けさせていただきます。 

2）第 3回実行委員会 11/22（木）13：45～

オリガミにて行います。 

3）12/21（金）会場見学、及び忘年会を企

画中です。 

 

●ニコニコＢＯＸ 

本日の合計                                                                  ５０，０００円 

    累計               １，１６５，４８４円 

新居英一さん  今年も後 2ヶ月、早

いですね。 無事に過したいもんで

す。 

伊達 幹さん  結婚記念のお祝あり

がとうございます。 感謝、感謝で

す。 

灰田美知子さん  11/15アリソンさん

の卓話、支援いたしますのでよろしくお

願いいたします。 



市川 隆さん  誕生日のお祝いあり

がとうございます。 

生駒昌太郎さん  秋たけなわになり

ました。 今日から 11月です。  

皆様よろしくお願いします。 

亀井 準さん  やっと夏バテから回

復しました。 

北原慎庸さん  ①先週、松本市西方

にある清水
きよみず

寺(京都の清水寺と縁が

深い)に行って来ました。 紅葉がき

れいでした。 

②後藤さんにいろいろお世話になり

感謝しています。 

森本正昭さん  小川様、卓話楽しみ

にしております。シャワートイレ付

とのことですが、一昨年フランスに

行きましたが、有料パブリック以外

に一度も見かけませんでした。  

文化の違いかと思います。 

大川丈男さん  天高く馬肥
こ

ゆる、

豊穣
ほうじょう

の秋ですね。 すばらしい紅葉、

日本の大地に感謝！ 

鈴木康之さん  今月はロータリー財団

月間です。 1人 100 ドル（8,000円）で

すので全員御協力下さい。 

髙村昌秀さん  今日はお休みします。

瀧本さんよろしくお願いします。 

竹村潤二さん  ①先日、思わぬ所か

ら入金がありましたので…。 

②山の手句会、高橋先生より特選をい

ただきました。 

「新ソバや 母を見舞ひて 二人
ふ た り

卓
たく

」 

瀧本 司さん  本日初司会、ご協力あ

りがとうございました。 

上田正昭さん  結婚記念のお祝いを

頂だい致しニコニコ。 

渡辺彰敏さん  今日から 11月、今年

も残り 2ヵ月となりました。 2ヵ月

の間になにかニコニコしてしまうよ

うな「いいこと」がありますように！  

山崎良雅さん  小川キャプテン、本

日はようこそお越し下さいました。

787のお話を拝聴するのを楽しみに

しております。 



●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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 2012～2013年度 

第５回理事会議事録 

副幹事 瀧本 司 

 

日       時 2012年11月1日（木） 13:45～15:00 

場       所 ザ・キャピトルホテル東急 

２Ｆ「橘の間」 

出席者 日野正紀。増田靜一。亀井準。

神通康夫。松木昭和。川手直明。

渡邊惠一郎。星野勇介。 

瀧本司。 

 

議  題   

１．クラブ事務局の件 

          現在、貸借中のクラブ事務所の利

用状況等について、現状の報告が

会長からなされ、それらについて、各

理事から意見・質問を募り協議がな

された。 

２．慶弔費の件 

          会長から2007年に改定された、慶

弔見舞等規定が配られ、現状に照ら

した上での意見を各理事に求め、協

議がなされた。 

 ３．理事会費用の件 

          会長から、理事会費につき、現在

の会計状況を考慮した上での、節減

の工夫について、各理事から意見・

質問を募り協議がなされた。  

以上 

 

●第 1225回例会報告 

2012年 11月 5日（月） 

山の手西グループ インターシティ・ミーティング 

会員数  62名   （対象） 62名 

当日出席数   27名（43.55%） 

前回修正出席率         （79.03%） 

 



 

 
 
 
 
 

●山の手伝言板 

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）        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 22日（木）        山の手 俳句の会  14：30～ 

                   TOGETHERS実行委員会開催  13：45～ 「オリガミ」 

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

11月 29日（木）        例会休み（規定 2） 

12月     6日（木）        卓話「日本文化に親しんで 27年」 

                                                               (株)オークローンマーケティング 

代表取締役社長 ハリー・A・ヒル様（春日さん紹介） 

                                                        年次総会   例会終了後 

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

●第１２２７例会予定 [2012年 11月 22日(木)]  

祝賀者  誕生日                               鈴木康之さん（28日） 森本正昭さん（12/1日） 

佐々木光勝さん（12/1日） 

       ﾊﾟｰﾄﾅｰ誕生日           横山雅也さん（22日） 松木昭和さん（24日） 

星野勇介さん（12/5日） 

祝賀        結婚記念日                    西澤忠義さん（12/1日） 

卓話   「放送大学の運営とシニア教育」 

放送大学 学園理事長 白井克彦様（春日さん紹介） 

 

 

 

★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  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 

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

