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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１２３６回例会プログラム 

2013年 2月 14日(木) 
 

点鐘・・・・・・・・・・・・・・・         星野会長 

ロータリーソング・・・・・         「奉仕の理想」 

                            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    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） 

祝賀者・・・・・・・・・・・・・           結婚記念日    江中武久さん（14日） 日野正紀さん（21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・・・・・・・・・・・・・・・               「これからの私 」 

               ｾﾝﾄﾗﾙｽﾎﾟｰﾂ研究所 元ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ水泳選手 伊藤  華英  様  

次週予告・・・・・・・・・・・          プログラム委員会 



●第 1235回例会報告 
2013年 2月 7日（木） 

会員数  61名 （対象） 61名 

当日出席数   39名（63.93%） 

前回修正出席率         （81.97%） 

 
・ゲスト 
福岡幸一さん （吉岡桂輔さんゲスト） 

東南裕美さん （     〃       ） 

塚田  萌さん (      〃       ） 

 
 
●委員会報告 
親睦委員会 ゴルフ  （神通担当委員） 

《第 111回 親睦ゴルフ会のご案内》 

日時 2013年 3月 26日（火） 

場所 我孫子ゴルフ倶楽部 

今年度最初の親睦ゴルフ会を我孫子

ゴルフ倶楽部で開催します。 昨年 1グリ

ーン化の為の改修工事を行ない、11月に

再開しました。 大変すばらしいグリーン

になったので我孫子でプレーしてみませ

んか。 大勢の皆様のご参加をお待ちし

ております。 

 

親睦委員会 TOGETHERS 

              （瀧本実行委員長） 

  大槌町の吉里吉里中学がトゥゲザー

ズに参加決定しました。 

 

 

●同好会 

手話サークル   （増田靜一会員） 

  創立は当クラブ 11年目、社会奉仕とし

て聾の人達へのイベントを開いたのがき

っかけです。 以来、毎月 1回（現在は第

2水曜日）、休むことなく学習しています。 

  メンバーは、清水（庸）、星野、飯塚、

川手、渡辺（彰）、佐々木、町田各位と 

増田です。 

  日  時  毎月第 2水曜日 

  場  所  当クラブ事務局 

  時  間  PM6：45分～7：15分頃迄 

  飲み会  PM7：15分 ～ 「まごの邸」 

興味の出た方はメンバーまでどうぞ。 

会費 10,000円（主に講師の謝礼）、無くな

ったら集めます。 

飲み会 5,000円（のみ放題） 

とにかく楽しいです。 だから 16年続い

ています。 これからも続けます。 

 

スキーサークル   （倉知英行会員） 

  23回目のスキーツアーを草津国際ス

キー場で 15日（金）から 2泊 3日で実施

致します。  

今年はロッジに収容出来ない大勢の参

加を頂きましたが、来年も同時期に実施

いたしますので、ご家族、ご友人をお誘い

合せの上、是非ご参加ください。 

 

●ニコニコＢＯＸ 

本日の合計                                                                 ６２，０００円 

    累計               １，９２７，８７２円 

新井秀幸さん  親睦旅行を楽しみに

してます。 ニコニコ。 

後藤守機さん  62才から始めたスキ

ーも今年で 7シーズン目、明日から 3

泊 4日で今シーズン 2回目のスキーを

楽しんで参ります。 

弘田明成さん  今日も元気に例会に

来れて、ニコニコ。 

飯塚 孝さん  在会満 50年で、弁護

士会費が免除されるとの通知が届きま

した。 ニコニコです。  

神通康夫さん  竹村さん、新井さんの

前を素通りできず。 ニコニコ！ 

春日正好さん  2度目の雪が降ってよ

うやく春めいて来ました。 株価が上が

ろうともう関係ないけれど、暖かくなる

のは何となくうれしいものですね。 



北原慎庸さん  「凧凧上がれ天まで上

がれ」の安倍政権版は「株株上がれ天

井まで上がれ」でしょうか？ 上がれば

落ちるにご注意を。 でももう少し上が

ってネ。 

松原俊夫さん  ヤレヤレです？  

西澤忠義さん  先週神通氏と我孫子

CCへ行って来ました。 グリーンの改

修が終り、初めてでしたが難しい…！ 

里内俊夫さん  節分の豆まき！   

わが家では今年から「福は内」とだけに

しました。 鬼サンは「わが家の門に立

って、うちを外敵から守ってネ」と頼みま

した。 従って間違っても豆などぶつけ

ません。 

清水庸男さん  良い天気になりました。

ニコニコ。 

鈴木康之さん  梅の花が一週間おく

れで咲きはじめました。 四季のある日

本はいい国ですね。 

髙村昌秀さん  今日は少し暖かいで

すね。 

竹村潤二さん  神通さん、ありがとう

ございます。  

瀧本 司さん  B.Dプレゼントありがと

うございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

渡辺彰敏さん  先週は妻へのバース

デープレゼントをありがとうございまし

た。 キレイな花に妻も大変喜んでおり

ました。 

   鈴木章司様、本日の卓話楽しみにし

ております。 よろしくお願いいたしま

す。 

吉岡桂輔さん  ゲストの福岡さん、そ

して津田塾大の東南さん、塚田さんよう

こそ！ ロータリーを楽しんで下さい。 

吉岡俊樹さん  雪で親睦会が中止に

なり、残念でした。 でも、大雪にならな

くて良かった！ ニコニコ。 

 

 

●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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●第１２３７回例会予定 [2013年 2月 22日(金)]  

 国際ロータリー 第 2750地区  地区大会 
 

   ザ・プリンスパークタワー東京 「ボールルーム」 

受付  8：30   点鐘     9：00 

閉会 17：00   懇親会 17：30 

 



 
 
 
 
 
 

●山の手伝言板 
 

                           2月 14日（木）            理事会   13：45～ 「ストックホルム」 

                            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 28日（木）            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」 

                            3月 13日（水）             山の手 手話サークル 

                            3月 14日（木）             東京世田谷南 RC との合同例会 

                   12：30～ 「セルリアンタワー東急」 

                            3月 21日（木）             卓話 「忠臣義士二度目の清書(きよがき)」 

               忠臣蔵講釈師 若林 鶴雲様（春日さん紹介） 

                            3月 26日（火）             第 111回 親睦ゴルフ会  我孫子ゴルフ倶楽部 

 

 

●第１２３８回例会予定 [2013年 2月 28日(木)]  
 

祝賀者   ﾊﾟｰﾄﾅｰ誕生日   亀井  準さん（3/5日） 

       結婚記念日   松原俊夫さん（3/6日） 

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/

