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●第 1230回例会報告 

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１２３１回例会プログラム 

2013年 1月 10日(木)   新 年 賀 詞 交 歓 会  
 

点鐘・・・・・・・・・・・・・・・         星野会長 

今週の歌・・・・・・・・・・・         「君が代」 

ロータリーソング・・・・・         「それでこそロータリー」 

                            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    上田正昭さん   （1日）  黒岩智行さん   （2日） 

      中嶋洋一さん   （3日）  松木昭和さん   （4日） 

      髙村昌秀さん   （6日）  福囿正志さん   （13日） 

ﾊﾟｰﾄﾅｰ誕生日 清水庸男さん   （3日）  里内俊夫さん   （5日） 

   増田靜一さん   （10日） 髙村昌秀さん   （12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 

次週予告・・・・・・・・・・・          プログラム委員会 



●第 1230回例会報告 
2012年 12月 20日（木） 
忘年 ・家族夜間例会  
会員数  61名 （対象） 61名 
当日出席数   40名（65.57%） 
前回修正出席率         （85.25%） 
 

・ゲスト 
永島洋二さん （旧会員） 
藤井一名さん （旧会員） 
Lukuri Madyah Rahmiさん（RYLA留学生） 

 
●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     ２，２１５，０００円 
12/20 例会                                                                １０，０００円 
累計                   ２，２２５，０００円 
 
 
地域社会委員会     （松木委員長） 

12月 25日東京育成園から、クリスマス
パーティーのご招待を受けています。  
育成園の子供たちに対するカンパをお願
いいたします。 
東京育成園より「土と遊ぶ 収穫祭」の

感謝状と寄せ書きをいただきました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●ニコニコＢＯＸ 

本日の合計                                                  １５２，３８８円 

    累計               １，５３３，８７２円 

 

 

新井秀幸さん  皆さん、今夜は大いに

食べて、飲んで、楽しみましょう！・・・・ 

浅野健太郎さん  友納さん、アン

ナ・マッカートニーさん、本日の歌、

楽しみにしております。 

伊達 幹さん  良いお年をお迎え下さ

い。 

江中武久さん  夜間例会を祝して。 

幡野永由さん  いよいよ今年も終りで

すね。 お世話になりました。 来年は

もっとよりよい年でありますよう祈りま

す。 

日野正紀さん  忘年夜間例会を祝し

て。 ニコニコ。 

星野勇介さん  親睦委員長の川合さ

ん、忘年家族例会担当の新井さん、本

日は御世話になります。 

市川 隆さん  友納さん、アンナさん、

すてきな歌を楽しみにしています！！  

飯塚 孝さん  今年一年、いろいろお

世話になりました。 金婚式を迎えた年

で、それなりに楽しませていただきまし

た。 

生駒昌太郎さん  恒例の忘年夜間例

会、大いに楽しみましょう。 

神通康夫さん  忘年・家族夜間例会、

楽しみたいと思います。 久ぶりの帝国

ホテルでの食事です。 ニコニコ！！  

春日正好さん  年末のパーティを帝国

ホテルで開催するのは初めてですか？

物珍しさにもつられて出席しました。 

幹事や役目の方々、たいへんお世話に

なり感謝いたします。 

片岡 鄕さん  さむ～いです！ 飲ん

であたたまりましょう！ 

 

 



川合 孝さん  かぐわしい香りがただ

よっていい気持です。 いつもこのよう

だとうれしいですね。 

川手直明さん  忘年家族例会楽しみ

です。 親睦委員会の皆様ご苦労様で

す。  

北原慎庸さん  今年も夫妻とも元気に

山の手ロータリー忘年・家族夜間例会

に出席できて幸せです。 ニコニコ！！ 

増田靜一さん  今日も沢山のニコニコ

どうもありがとうございます。 皆さんの

ニコニコ笑顔に思わずニコニコ出しまし

た。 

松原俊夫さん  親睦委員の皆様ご苦

労様です。 

沖正一郎さん  いろいろ御世話になっ

てます。 相変わらず、海ゆかばヨタヨ

タ歩きで貝拾ってます。 

小野佐千夫さん  忘年・家族夜間例

会の盛会を祝して。 

佐々木光勝さん  今年一年お世話に

なりました。 来年も宜しくお願いしま

す。 

里内俊夫さん  ふるさと京都は、山紫

水明、人の心もおっとりとした風情で心

をも和ませます。 その京の年末年始

の習わしをと、飯塚先生から促されて

拙き文を綴りました。 “今夜の週報に

載せるぞ”と言われて晴がましいやら、

はずかしいやらの感です。 お笑いくだ

さい。 

清水庸男さん  夜間例会の盛会を祝

して。 今年もお世話になりました。 復

興支援のご協力に感謝申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

鈴木康之さん  Merry X’mas and 

Happy New Yearのカードが来る季節に

なりました。 来年もよろしくお付き合下

さい。 

髙村昌秀さん  今日は忘年家族夜間

例会です。 川合さん、新井秀幸さん、

よろしくお願いします。 

竹村潤二さん  忘年家族例会を祝し

て。 

瀧本 司さん  1年お世話になりまし

た。 来年もよろしくお願いします。  

友納さんいつもありがとうございます。 

上田正昭さん  忘年夜間例会の盛会

を祝して。 ニコニコ。 

山田 清さん  忘年家族会を祝し

て！！  

山崎良雅さん  ①先日は、バースデイ

プレゼントを有難うございました。 

②星野会長、髙村幹事、あと半年頑張

って下さいね。 皆様、来年も宜しくお願

いします。 

吉岡桂輔さん  誕生日祝いをありがと

うございます。 27日に 65才となりま

す。 

吉岡俊樹さん  今年一番良かったこと

は、山の手ロータリーに入会したことで

す。 皆様ありがとうございます。 

TOGETHERS忘年会参加者一同    

12月 14日に、来年 5月のトゥゲザーズ

会場の下見を実施し、その夜忘年会も

やりました。 会費のおつりをニコニコ

へお預けします。 

    



 
 
 
 
 
 

●山の手伝言板 

1月        9日（水）    山の手 手話サークル 

1月 10日（木）    理事会  13：45～ 「ストックホルム」 

1月 24日（木）     卓話 「美術館運営の楽しさ」 

                  五島美術館 館長・文庫長 五十嵐 正様（春日さん紹介） 

       クラブ協議会  13：45～ 2Ｆ「藤の間」 

 1月 31日（木）   卓話 地区指名委員会 委員長 坂本俊雄様 

    2月       7日（木）   卓話 「ﾃｰﾌﾞﾙﾏﾅｰ“こんな時どうするの？”」 

             HRS ﾃｰﾌﾞﾙﾏﾅｰ ﾏｽﾀｰ認定講師 鈴木章司様（渡辺(彰）さん紹介) 

                                        2月 14日（木）   卓話 セントラルスポーツ研究所 

元オリンピック水泳選手 伊藤華英様（後藤さん紹介） 

    2月 15日（金）～17日（日）    草津スキーツアー 

                                        2月 28日（木）   卓話 「日本で学んだこと」  地区青少年交換学生 

Anna Prissila Jimenez Melendez  (プリスさん) 

 

●第１２３２回例会予定 [2013年 1月 17日(木)]  
 

祝賀者  誕生日         但馬英俊さん（17日） 飯塚 孝さん(20日) 

 清水庸男さん（20日） 新井秀幸さん(22日) 

祝賀    ﾊﾟｰﾄﾅｰ誕生日  井上明義さん（19日） 片岡 鄕さん（20日） 

 

卓話     「“江戸のしぐさ”で思いやりの社会を！」 

江戸しぐさ普及員 冨岡 萬守 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  山田 清 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/

