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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１２３３回例会プログラム 

2013年 1月 24日(木) 
 

点鐘・・・・・・・・・・・・・・・         星野会長 

ロータリーソング・・・・・         「四つのテスト」 

                            ソングリーダー ： 新井秀幸さん 

ビジター・ゲスト紹介・・      親睦委員会 

祝賀者・・・・・・・・・・・・・          ﾊﾟｰﾄﾅｰ誕生日 沖 正一郎さん   （24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・・・・・・・・・・・・・・・               「美 術館運営の楽 しさ」 

                     五島美術館 館長・文庫長  五十嵐  正様  

次週予告・・・・・・・・・・・          プログラム委員会 



●第 1232回例会報告 
2013年 1月 17日（木） 
会員数  60名 （対象） 60名 
当日出席数   41名（68.33%） 
前回修正出席率         （81.97%） 
 
・ビジター 
西村弘之さん （東京世田谷 RC） 
大黒哲男さん （東京世田谷 RC） 
 

・ゲスト 
アリソン・クエッセルさん 
      （ﾛｰﾀﾘｰ平和ﾌｪﾛｰｼｯﾌﾟ学生） 
岩瀬 力さん （星野さん紹介） 

 
 
●委員会報告 
親睦委員会   （川合委員長） 
 4/12～4/13 被災地視察兼親睦旅行 
  13：30 一ノ関駅改札口集合 
  夕刻 盛岡西 RC との会食 
後日日程を郵送します。 
友人、奥方多数参加こう。 
 
国際奉仕委員会   （渡辺彰敏委員長） 
①アリソンさんに本年 1月分及び 2月分
の奨学金贈呈 

②アリソンさんから御礼のブリーフ・スピ
ーチ 

③灰田アドバイザーからもブリーフ・スピ
ーチ 

 
 
●ニコニコＢＯＸ 

本日の合計                                                                 ７２，０００円 
    累計               １，７５４，８７２円 
 
東京世田谷 RC西村さん･大黒さん  
明けましておめでとうございます。 

  本年もよろしくお願いいたします。 
新居英一さん  一昨日、昨日と隣家

(老婦人)の前も含めて除雪をしまし
た。東北 5年の勤務の事をおもえば
と思いましたが、年令が今と 60才も
違うのでヘタバリました。 

浅野健太郎さん  おくればせながら、
明けましておめでとうございます。   
本年もどうぞよろしくお願いいたしま
す。 

福神邦雄さん  今年初めての出席で
す。 今年もよろしくお願い申し上げま
す。 

福囿正志さん  今年初めての参加に
なりました。 皆様、本年も宜しくお願い
致します。 

後藤守機さん  今日もいいことありま
すように！！  

灰田美知子さん  アリソンさん、久し
ぶりにこんにちは！ 皆さん雪道でころ
ばないようにお気をつけ下さい。 

星野勇介さん  世田谷ロータリークラ
ブの西村さん、大黒（オオグロ）さんよう
こそお越下さいました。楽しんで行って
下さい。 

飯塚 孝さん  誕生日のお祝い有難
うございます。ついに、後期高齢者の
仲間に入ります。 先輩の元気な姿を
参考に生活するつもりです。 

川合 孝さん  4/12～4/13被災地視
察兼親睦旅行、多数の皆様のご参加
をお願いいたします。 

松原俊夫さん  本年もよろしくお願い
申上げます。 賀状有難うございました。
失礼おゆるしを。 

鈴木康之さん  大雪で大変でした。 
早く春になってくれ。 

高木泰男さん  良いお正月をお迎え
でしたか？ 本年もよろしくお願い致し
ます。 

髙村昌秀さん  雪積もりましたね。  
なかなかとけません。 

植田玄彦さん  新年お芽出度う御座
います。 本年が素晴らしい年になりま
す様に！  

山崎良雅さん  先日、鹿児島中央駅
から新幹線に乗り、新大阪駅、東京駅
で乗り継いで、新青森駅まで行って来
ました。 所要時間は約 10時間半、楽
しい鉄分補給の旅でした。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●卓話 
「“江戸のしぐさ”で思いやりの社会を！」 

                 中小企業診断士 ・ 江戸しぐさ普及員  冨岡萬守様  
 

｢江戸しぐさ｣とは ： 

・｢互いに思いやる、共に生きる」ための考え方、育て方、 

 行動  ｢しぐさ｣は思草 

・江戸の商人がお客様との良い関係を築き上げるために 

 磨き上げた人づき合いのノウハウ 
 

｢江戸しぐさ｣成立の背景 ： 

・人口の増大、 商人の台頭 
 

｢江戸しぐさ｣百態 ： 

・基本となる考え方･しぐさ 

   本質 <立派な人間になる> * 約束は絶対守る ： 死んだらごめん 

     * 相手の領分をおかさない ： 結界わきまえ 

     * 違った意見を大事にする ： 尊異論 

   教育      * 感性教育   * 家族ぐるみ･地域ぐるみ 

                     * 「三つ心･六つ躾･九つ言葉･十二文･理十五で末決まる」（段階的養育法） 

   人間観  * 子供は天からの授かりもの   * 草主人従   * 五常の精神(仁､義､礼､智､信) 
 

・他人との縁「往来しぐさ」  * 傘かしげ  * 七三歩きと迷惑しぐさ 

     * 肩引き、蟹歩き * うかつ謝り 

     * こぶし腰浮かせ * * * * 
 

・その他のしぐさ   * 三脱の教え  * * * * 

 

 

 

 

 

 
[ 口約束｢死んだらごめん｣ ]         [ 傘かしげ ]                   [ 肩引き・蟹歩き ] 

江戸商人のプライドをかけた         路地ですれ違うときは、互いに        路地裏の道では、互いに肩を 

口約束。｢死んだらごめん｣は、        傘を外側に向ける。内側に向け                                                                           引いてぶつからないようにすり 

究極の約束だ                  てはいけない                                                    抜ける 

 

 

 

 

 
 
[ こぶし腰浮かせ ]              [ 時泥棒 ]                    [ 三脱の教え ] 

少しでも詰めて多くの人が座        江戸の商人たちは時間を大切        年齢・職業・身分の三つを考え 

れるようにする。譲り合いの精       にした。失った時間は取り戻せ        ずに、対等な人間同士のつき合 

神が大事                    ないからだ                       いを求めた 

   

   

 



 
 
 
 
 
 

●山の手伝言板 

1月 24日（木）               クラブ協議会  13：45～ 2Ｆ「藤の間」 

                   山の手 俳句の会  キャピトルホテル２Ｆ 

                                  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 13日（水）            山の手 手話サークル 

2月 14日（木）            卓話 「これからの私」  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 21日（木）            地区大会に振替の為、例会はお休みです。 

                            2月 22日（金）            国際ﾛｰﾀﾘｰ第 2750地区 地区大会 本会議・懇親会 

                ｻﾞ･ﾌﾟﾘﾝｽﾊﾟｰｸﾀﾜｰ東京「ﾎﾟｰﾙﾙｰﾑ」  点鐘 9：00 懇親会 17：30 

                            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 メキシコ) 

●第１２３４回例会予定 [2013年 1月 31日(木)]  

 

祝賀者  誕生日    生駒昌太郎さん（2/2日） 

             ﾊﾟｰﾄﾅｰ誕生日   川手直明さん（2/1日）                                渡辺彰敏さん（2/2日） 

       結婚記念日   小野佐千夫さん（2/1日） 福神邦雄さん（2/4日） 

 

卓話   地区指名委員会  委員長 坂本 俊雄 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/

