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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１２２８回例会プログラム 
2012年 12月 6日(木) 
 
点鐘・・・・・・・・・・・・・・・         星野会長 
 
今週の歌・・・・・・・・・・・         「君が代」 
 
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 ： 佐々木光勝さん 
 
ビジター・ゲスト紹介・・      親睦委員会 
 
祝賀者・・・・・・・・・・・・・          結婚記念日               弘田明成さん     （9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・・・・・・・・・・・・・・・         「日本の文化に親しんで 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  

 
次週予告・・・・・・・・・・・          プログラム委員会 



●第 1227回例会報告 

2012年 11月 22日（木） 

会員数  62名 （対象） 62名 

当日出席数   44名（70.97%） 

前回修正出席率         （83.87%） 

 

・ビジター 

    麻生 誠さん(福岡 RC） 

･ゲスト 

    青山拓夫さん（江中さんゲスト） 

 

 

●会長報告  (星野会長) 

①11月 18日日曜日に山の手西グループ

に新たに良い仲間が増えました。 

米山イークラブ 2750 の認証式がホテル

ニューオータニで開催されました。 

200 名の参加者を得て盛大に行われま

した。 

その時配布されましたバナーをご覧下

さい。 

②11 月 14 日から 16 日迄インターンシッ

プが、会員の会社の協力を得て行われ

ました。 川合さん、後藤さん、春日さ

ん、大川さん、髙村さんにご協力頂きま

した。 有り難うございました。 

③CLP委員会が 12月 3日（月）に開催さ

れます。委員緒皆様にはご出席よろし

くお願いします。 

④次回の 12 月 6 日（木）は例会後、年次

総会が予定されています。 次年度理

事・役員の選出がありますので、ご出

席下さい。 

●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     １，９１５，０００円 

11/22 例会                                                     ６０，０００円 

累計                   １，９７５，０００円 

 

 

親睦委員会   （川合委員長） 

12/20（木）夜間例会が帝国ホテルで開

催されます。 

開場 PM6：00  開演 PM6：30 

会費 17,000円、ご家族 15,000円、 

子供  5,000円 

 

 

新世代委員会TOGETHERS  (大川委員長) 

本日、オリガミにて例会後トゥギャザー

ズ実行委員会（第三回）を開催いたしま

す。 

第三回トゥギャザーズ開催は来年 5月

11日（土）、その準備も本格化します。 

適宜、ご報告申し上げますので皆様のご

協力、ご参加宜しくお願い申し上げます。 

尚、12月 14日（金）には当該会場とな

ります代々木オリンピック記念青少年総

合センターへ下見にまいります。 

（13：00～17：00） 

 

 

 

 

 



親睦委員会   （神通ゴルフ担当委員） 

＜世田谷６クラブ親睦ゴルフ大会報告書＞ 

20１2年 11月 15日（木）、よみうりゴル

フ倶楽部にて「世田谷６クラブ親睦ゴルフ

大会」が開催されました。 

当クラブからは、市川隆・川合孝・松木昭

和・横山雅也・清水庸男・新井秀幸・西澤

忠義・神通康夫の 8名が参加致しました。 

団体戦は 2位に入賞致しました。 

 

＜団体成績＞ 

順位 グループ名 ネット計 

優勝 世田谷南 RC 362.00  

準優勝 山の手 RC 367.60  

3位 成城新 RC 371.00  

4位 世田谷 RC 378.20  

 

＜個人成績＞ 

順位 氏名 グロス HDCP ネット 

準優勝 川合 孝 82 12.00  70.00  

10位 新井秀幸 91 16.80  74.20  

11位 神通康夫 91 16.80  74.20  

13位 松木昭和 89 14.40  74.60  

14位 市川 隆 83 8.40  74.60  

 

 

●同好会報告 

旨い蕎麦を喰らう会 （山崎良雅会員） 

旨い蕎麦を喰らう会のご案内です。 

皆様、奮ってご参加下さい。 

尚、14人しか入れない小さな店ですの

で、連絡順とさせていただきます。 

 

日時      12月 10日（月） 6時 30分 

場所      六本木 「純手打ちそば 夢路」 

                   港区六本木 7-9-7 

                   電話 3479-0678 

 

●ニコニコＢＯＸ 

本日の合計                                                                  ６２，０００円 

    累計               １，２６６，４８４円 

 

新井秀幸さん  先週は、6 クラブ対抗

ゴルフコンペに参加して来ました。  

10位でした。 又、結婚記念の品ありが

とうございました。 

江中武久さん  寒さきびしき折、お体

を、自分を含めて大事にしましょう。  

元気に感謝！  

後藤守機さん  お帰りなさい青山さ

ん！！  元気なお姿にニコニコです。 

星野勇介さん  女房の誕生日祝いあ

りがとうございました。 

春日正好さん  白井理事長さん、お忙

しいところようこそお出下さいました。 

放送大学のPRを存分になさって下さる

よう期待しています。 

川合 孝さん  愛するカーちゃ

ん！！ おれを見捨てないでくれ！！  

北原慎庸さん  良い事と悪い事のあ

った 1週間ですが何とか元気です。 

増田靜一さん  青山さんを大歓迎して。

（ニコニコ） 

森本正昭さん  誕生祝有難うございま

す。 86歳の馬齢を重ねていますが、

今しばらくおつきあいをお願いします。 

西澤忠義さん  世田谷 6クラブ親睦ゴ

ルフお疲れ様でした。 チーム 2位、個

人で川合さんが 2位お目出とうござい

ます。 

大川丈男さん  Togethers（トゥギャザ

ーズ）は、来年 5月 11日土曜日開催に

向けて準備を本格化しました。 皆様全

員の協力、参加も宜しくお願いします。  



佐々木光勝さん  誕生日祝いありが

とうございました。 古希が終ってあっと

言う間に一年が過ぎました。 家族と友

人と健康に感謝！！ ニコニコ。 

清水庸男さん  復興支援基金、あと

上半期目標まで 60万円です。 一層の

ご支援をお願いします。 

鈴木康之さん  本日は今月最后の例

会です。 ロータリー財団年次寄付の

月です。 1人 100ドル（8,000円）です。 

目標まであとわずかです。お忘れの方

の御協力をお願いします。 

髙村昌秀さん  今月 2回目のお休み

です。 瀧本さんよろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

竹村潤二さん  本日例会終了後 2時

半より山の手句会（俳句の会）がありま

す。 お茶を飲むだけでも一度興味の

ある方、見にいらっしゃいませんか。 

当ホテル 2Fです。 

瀧本 司さん  無事中間決算説明会

が終りニコニコ。 

津谷明紗子さん  街にクリスマスツリ

ーが飾られるステキな季節になりまし

た。ニコニコ。 

吉岡桂輔さん  だいぶ寒くなりました。

元気に年末を迎えましょう。  

次年度のアンケートをよろしくお願いし

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

● 私のふるさと  

北原慎庸会員  

 

 

私には２つの故郷が有ります。 まぼろしの故郷と現実の懐かしい故郷の 2 ヶ所 

です。 

 

① まぼろしの故郷 

私は太平洋戦争が始まる直前の昭和 16年 5月に、国民的大歌手の美空ひばりさ

んが少女時代よく歌っていたという横浜市磯子区杉田劇場の近くで生まれ、太平洋

戦争が終わる頃までそこに住んでいたとの事です。 

世の中が騒然としていた戦争末期の 4 歳頃、1 人でチンチン電車に乗って行方不明

になり、両親や親せきが必死に探して、深夜にようやく山下公園の交番にそれらしい

子供がいると分かり、無事両親の元に帰ることが出来ました。  

その頃の磯子区杉田は海岸が近く潮干狩りや海水浴が出来、山ではキノコや山菜

取りが出来る住みやすい所だったそうです。 杉田と山下公園は私の幼児時代の心

の中に有るまぼろしの故郷です。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②現実の懐かしい故郷 

懐かしい故郷は長野県木曽郡南木曽町蘭（あららぎ）です。 

太平洋戦争が終わって父母の生まれ故郷である木曾の蘭に疎開し、そのままその

地で小学校・中学校時代を過ごしました。 

「木曾路はすべて山の中である」と島崎藤村が「夜明け前」で書いている通り、この

山の中の自然に囲まれた空気の美味しい素朴な地が「ふるさとは遠くにありて思うも

の」の私の懐かしい故郷です。 

地理的には長野県飯田市と岐阜県中津川市の中間のちょっと北に位置します。 

飯田市と中津川市には 10 数年後の JR リニアモーター新幹線の停車駅が計画され

ています。 その頃まで生きていれば、我が家から 1～2 時間で懐かしい故郷に行け

ます。 が、今は東海道新幹線で名古屋駅経由中央西線松本行きに乗り南木曽町

駅で下車し、そこから車で 10 分ほどの所です（東京から所要時間約 3.5 時間）。   

もちろん新宿から中央東線で「あずさ」に乗り塩尻経由中央西線南木曽駅下車でも

行けます（約 4 時間）。 車で行く場合は中央高速道路で飯田インターまたは山本イ

ンターで降りて県道２５６号線を南木曽町に向かいます（東京から約 300km、スムー

ズに行けば 4～5時間）。 

今でもお盆や法事等で毎年２～3回は懐かしい故郷に帰っています。 

 

以下に思いつくままに故郷を書かせて頂きます。 

・季節 ： 5月の新緑と 10月末頃からの紅葉がすばらしい。 

       夏は木陰に入ると涼しく夏もクーラ不要。冬の雪は 10ｃｍ位積る。 

・観光 ： すぐ近くに中山道の古い宿場町「妻籠宿」と「馬篭宿」がある。 

       妻籠宿は、昔の宿場町の家並みをそのまま残している。 

       馬篭宿は、島崎藤村の故郷で藤村記念堂もあり。 

・温泉旅館 ： 南木曾温泉（ホテル木曾路）、富貴の森温泉（ホテル富貴の森） 

            両方とも実家の近くにある。 

・名物 ： 五平餅、栗きんとん 

・産業 ： 木材関連企業（製材所、木工所等）が多い 

・お土産品 ： 漆器、木工製品、ひのき笠 

・南木曽町人口 ： 約 4,800人（2012年現在） 

・南木曽町イメージ標語 ： 歴史とひのきの薫る里 

 

                    以上 



 

 
 
 
 
 

●山の手伝言板 

12月     6日（木）        年次総会   例会終了後 

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

12月 10日（月）        旨い蕎麦を喰らう会  18：30～ 「純手打ちそば 夢路」 

12月 12日（水）        山の手 手話サークル 

12月 14日（金）        TOGETHERS会場見学会 

                                                               13：00～ 国立オリンピック記念青少年総合センター 

12月 20日（木）        忘年家族夜間例会   18：00受付 帝国ホテル「孔雀西の間」 

                  山の手俳句の会  14：30～ キャピトルホテル２Ｆ 

12月  27日（木）        例会休み（年末） 

2013年度 

1月  3日（木）        例会休み（年始） 

1月   10日（木）        新年賀詞交歓会（通常例会） 

 

●第１２２９回例会予定 [2012年 12月 13日(木)]  

 

祝賀者  誕生日                    片岡 鄕さん（13日） 

 

卓話   「世界経済の動向と今後の日本」 

            明治大学国際総合研究所  

所長  林 良造 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/

