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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１２３５回例会プログラム 

2013年 2月 7日(木) 
 

点鐘・・・・・・・・・・・・・・・         星野会長 

今週の歌・・・・・・・・・・・         「君が代」 

ロータリーソング・・・・・         「我らの生業」 

                            ソングリーダー ： 生駒昌太郎さん 

ビジター・ゲスト紹介・・      親睦委員会 

祝賀者・・・・・・・・・・・・・          誕生日    瀧本 司さん    （ 7日） 

                                川合 孝さん    （ 8日） 

                            日野正紀さん  （11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・・・・・・・・・・・・・・・               「テーブルマナー“こんな時どうするの？”」 

                   HRSテーブルマナー マスター認定講師  鈴木 章司 様  

次週予告・・・・・・・・・・・          プログラム委員会 



●第 1234回例会報告 

2013年 1月 31日（木） 

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         （81.67%） 

 

 

●入会式 

  岩瀬 力さん（星野さん紹介） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●委員会報告 

会員増強維持委員会   （倉知委員長） 

  親睦委員会、会員増強維持委員会、

震災復興支援委員会、新世代委員会合

同の炉辺を 2月 6日に開催いたします。 

目的は星野年度中の会員数 70名必達

の為を、今後の取組を各委員会合同で検

討することです。 

皆様もご協力宜しくお願い申し上げます。 

 

 

親睦委員会   （川合委員長） 

  1/28（月）山の手西 RC12クラブの親睦

委員長、新加入のメンバー等23名で第一

回の横断的親睦委員長会議を開催。  

継続していく事を確認し、次回 3/27の会

議を決定。 

阿部ガバナー補佐、平井グループ幹事

が参加。 山の手RCから星野会長、髙村

幹事、瀧本さん、大川さん、西澤さん、川

合が参加。 和気あいあいの場で盛り上

がりました。 

 

新世代委員会  TOGETHERS 

（瀧本実行委員長） 

①本日（1/31） 13：45～   

於 「オリガミ」 実行委員会開催 

②第 3回トゥゲザーズでは、山の手西グ

ループへ招待状を出すことになりまし

た。 

 

 

●ニコニコＢＯＸ 

本日の合計                                                                 ５９，０００円 

    累計               １，８６５，８７２円 

 

伊達 幹さん  坂本パストガバナー、

ようこそ。 よろしくお願いいたし

ます。 

福神邦雄さん  このところ毎日一万歩

歩いています。 体の調子が良いで

す。 

 



福囿正志さん  いつもお世話になって

います。 新井さん本当にありがとうご

ざいました！！  

後藤守機さん  尖閣だけでも「いや」

なのに、PM2.5まで「かんべんしてよ」

中国さん！！  

幡野永由さん  素晴しい好天気です

ね。 さて春日さんには大変御世話に

なっております。 感謝です。  

ニコニコへ。  

星野勇介さん  岩瀬さん、入会おめで

とうございます。 坂本コーディネーター、

本日の卓話ありがとうございます。 

生駒昌太郎さん  誕生祝いありがとう

ございます。 後期高齢まであと 2年あ

ります。 

亀井 準さん  特にありませんが。 

川合 孝さん  キリキリ中学の学生

達が 5月 11日のトゥゲザーズに参加し

ていただけるそうです。 清水さんあり

がとうございます。 

川手直明さん  女房の 60代最後の誕

生祝有難うございました。 娘が不妊治

療 7年やっと昨日男の子出産、世話の

為健康でもうひと頑張りしてほしいと願

っています。 

森本正昭さん  幡野先生、昨日は大

変お世話になりました。 

小野佐千夫さん  結婚記念日のお祝

をいただき有難うございました。 

鈴木康之さん  今月はプールで水泳

14回、ゴルフ 2回、ロータリー出席 4回、

これだけやればボケないでしょう。 

髙村昌秀さん  山の手西グループの

親睦委員長合同炉辺、川合さん大活躍

ありがとうございます。 

吉岡俊樹さん  先日、北海道でスキ

ーをしてきました。 天気も雪もカニも最

高でした。 ニコニコ！  

 

 

●卓話 

「国際ﾛｰﾀﾘｰとﾛｰﾀﾘｰｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰの役割」 

     国際ﾛｰﾀﾘｰ第 2750地区 

       第 2 ｿﾞｰﾝ・ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 

                 坂本 俊雄 様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★俳句の会追加報告 

  第 144回 山の手俳句の会報告で記載

もれがありました。 

ここにお詫び申し上げますと共にご報告

いたします。 

＜特選＞ 

山茶花や風受け風の中に咲く 

                 小野佐千夫 

 



 
 
 
 
 
 

●山の手伝言板 
 

                            2月 13日（水）             山の手 手話サークル 

                            2月 14日（木）            理事会   13：45～ 

                            2月 15日（金）～17日（日）    草津スキーツアー  シーダーロッジ泊 

                            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) 

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

                            3月                 7日（木）            卓話 「国際情勢の中で変貌する沖縄の姿」 

 MM総研代表取締役 美ら島沖縄大使 中島 洋様（春日さん紹介） 

                            3月 12日（火）            遊友会  11：30～ 「ブラッスリー・オザミ」 

●第１２３６回例会予定 [2013年 2月 14日(木)]  

祝賀者  誕生日    西澤忠義さん（19日） 横山雅也さん（20日） 

      渡辺彰敏さん（22日） 神通康夫さん（26日） 

             ﾊﾟｰﾄﾅｰ誕生日   日野正紀さん（18日） 

       結婚記念日   江中武久さん（14日） 日野正紀さん（21日） 

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) 

 

 

★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   増田 靜一 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/

