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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１２３８回例会プログラム 

2013年 2月 28日(木) 
 

点鐘・・・・・・・・・・・・・・・         星野会長 

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 ： 山田 清さん 

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    亀井  準さん（3/5日） 

祝賀者・・・・・・・・・・・・・           結婚記念日    松原俊夫さん（3/6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 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)  

次週予告・・・・・・・・・・・          プログラム委員会 



●第 1236回例会報告 

2013年 2月 14日（木） 

会員数  61名 （対象） 61名 

当日出席数   43名（70.49%） 

前回修正出席率         （81.97%） 

 

・ビジター 

錢高一善さん （大阪 RC） 

 

●委員会報告 

親睦委員会 ゴルフ会 （神通担当委員） 

  第 111回親睦ゴルフ会を我孫子ゴルフ

倶楽部で開催します。 

日時は、2013年 3月 26日（火） 

IN コース 8時 49分スタート 

集合は、8：00です。 

皆様のご参加をお待ちしております。 

 

親睦委員会   （川合委員長） 

  4/12日～13日の親睦旅行、現在の参

加申込み者は 20名です。 大勢の皆様

のご参加をお待ちしています。 

 

親睦委員会 二木会  （横山担当委員） 

  二木会のお知らせです。 

3月 14日（木）、元浅木会員のお店 

「ストックホルム」で開催します。 

●ニコニコＢＯＸ 

本日の合計                                                                 ７７，０００円 

    累計               ２，００４，８７２円 

 

福神邦雄さん  2人目の孫が出来ま

した。 7月出産予定です。 

楽しみです。 

福囿正志さん  日経平均\13,000を 

期待します。 

後藤守機さん  今日は、伊藤華英さ

んに来て頂き卓話をしてもらいます。 

これからも華英さんを応援して下さい。 

神通康夫さん  ①誕生日のお祝を戴

きありがとうございました。  

②山崎先生、先日家内がお世話になり

ました。  

片岡 鄕さん  来週 20日（水）NHKの

「おはよう日本」にて香りの特集が放映

予定です。 私は出ませんが ISETAN

などのお客様が取り上げられます。 

川合  孝さん  先週、誕生日祝のクッ

キーをいただきありがとうございました。

愛妻と一緒にあたたかい気持で食べて

います。 

 



増田靜一さん  40年前の上衣を着て

きました。 体型かわらず、身長のびず、

脳ミソ成長せず、これから成長期です。 

松原俊夫さん  先週の卓話者坂本俊

雄さん著「満州……」早速拝読。 少年

期筆舌に尽くしがたい苦労を重ねられ

た様です。 旧満州東北部国境に駐

屯していた部隊にいた亡父も九死に

一生を得て、帰国出来た事を思い重

ね、大変に感銘をうけました。 

松木昭和さん  来週の月曜日発売の

「週刊ダイヤモンド」に私が書いたレポ

ートが載ります。 ご笑覧下さい。 

森本正昭さん  連休に白鳥を撮りに

福島・新潟の 3 ヵ所を廻りましたが、 

撮れたのは新潟の瓢湖だけで 3600羽

の大賑でした。 

大川丈男さん  明日から山の手ロー

タリー草津スキーツアーに行ってまいり

ます。 山の手の皆様と初めてのスキ

ー楽しみです。 宜しくお願いします。 

清水庸男さん  今期の決算で、5年ぶ

りに若干の利益をだすことにこぎつけ

ました。 ヤレヤレです。 

鈴木康之さん  今日はバレンタインデ

ーです。 チョコレートをくれる女性も少

なくなりました。 少しさびしいです。 

髙村昌秀さん  中学生の娘が昨晩チ

ョコレートを一生懸命作っていました。

でも今朝パパにはくれませんでした。 

誰にあげるチョコレートだったのでしょう

か？  

竹村潤二さん  大川さんに昨日大変

お世話になりました。 有難うございま

した。 

渡辺彰敏さん  誕生祝いをありがとう

ございます。 56才のオヤジになりまし

たが、何故か今年はチョコレートが豊作

です。 ニコニコ！  

山田  清さん  来週 22-23日、いよい

よ青山御流東京支部発足、はじめての

花展を行ないます。 いそがしい日を送

っております。 どうぞ時間をあけてお

いで下さい。 

山崎良雅さん  今日はバレンタインデ

ー。 朝からチョコレートがたくさん届き、

どう処分しようか困っています。 

なんてネ！  



横山雅也さん  誕生日祝い有難うご

ざいます。 

  今週 15～17日に、東京ビックサイトで

ゴルフフェアーが開催されますので、 

よろしければご来場下さい。 

吉岡桂輔さん  伊藤華英さん、本日

の卓話楽しみにしております。 

入江浩子さん  ロータリアンの皆様、

いつもありがとうございます。 小さいで

すが気持ち込めました。 テーブルの 

チョコ召し上がって下さい。 ニコニコ！  

 

 

●卓話 

「これからの私 」 

  セントラルスポーツ研究所 

   元ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ水泳選手 伊藤華英 様       

 

 

 

 

 

 

 

 

●第 1237回例会報告 

2013年 2月 22日（金） 

国際ロータリー 第 2750地区 地区大会 

会員数  60名 （対象） 60名 

当日出席数   21名（35.00%） 

前回修正出席率         （83.61%） 

 

 

 

 

 

 

 

 

    RI 職業奉仕リーダーシップ賞 

         日野正紀さん 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        傘寿会員のお祝い 

          伊達 幹さん 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●2012～2013年度 第８回理事会議事録 

                           幹事 髙村昌秀 

日    時  2013年 2月 14日（木） 14:00～15:00 

場    所  レストラン「ストックホルム」 

出席者  伊達幹。増田靜一。亀井準。神通康夫。松木昭和。佐々木光勝。 

        吉岡桂輔。川手直明。星野勇介。髙村昌秀。 

議  題   

１）地区大会の件 

                                            日野会員に対する RIからの表彰が 11時 30分頃の予定。当クラブ会員は、 

            なるべくその時間までには会場に来る。 

２）次年度、地区委員就任依頼の件 

        地区奉仕プログラム委員 川合孝会員 

                   地区会員増強委員     倉知英行会員を共に承認した。 

３）但馬英俊会員退会の件 

        退会を承認した。 

４）親睦旅行の件 

         星野会長より、東北復興支援の視察を兼ねた旅行の概要を説明。 

                                                                         4月 11日の例会を親睦旅行中の盛岡西 RC との合同例会に振替える 

                       予定あり。 

５）クラブ財政問題の件 

            ・会計監査の亀井会員より現況説明。 

            上期は一般予算で▲270万であった。至急、支出を減らす対策が必要である。 

     ・事務所移転により、家賃を削減することを承認した。 

      現在月額 174,500円（共益費込）。近辺で探し、年間 100万円の削減をする。 

           候補地探しと家賃等の交渉を松木会員を中心に進めることにした。  

     ・その他、コピー機リース・ＨＰ費用の見直しも行う。 

     ・祝賀の記念品、慶弔費は会員の意見を聞きながらの継続審議とすることに 

      した。 

以上 



 
 
 
 
 
 

●山の手伝言板 
 

                           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 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」 

               二木会 「ストックホルム」（元浅木会員の店） 

                            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 

                            3月 28日（木）             卓話「英語教育のあり方を改めて問う」 

               早稲田アカデミー教務顧問 松井 義明様（瀧本さん紹介） 

●第１２３９回例会予定 [2013年 3月 7日(木)]  
 

祝賀者  誕生日    増田靜一さん（7日）  川手直明さん（9日） 

                      里内俊夫さん（13日）       福神邦雄さん（18日） 

                                                                                        ﾊﾟｰﾄﾅｰ誕生日   上田正昭さん（7日）  江中武久さん（15日） 

             新井秀幸さん（17日） 

       結婚記念日   幡野永由さん（7日）  髙村昌秀さん（8日） 

            川手直明さん（9日）  神通康夫さん（15日） 

           星野勇介さん（16日）     竹村潤二さん（17日） 

           井上明義さん（20日） 

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） 

★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/

