
 

週報 N0. １２４０                ２０１３年 ３月１４日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●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１２４０回例会プログラム 
2013年 3月 14日(木) 

東京世田谷南ロータリークラブとの合同例会 
 

    司会  種谷清周 （東京世田谷南 RC幹事） 

開会点鐘・・・・・・・・・・・         冨田  稔 （東京世田谷南 RC会長） 

ロータリーソング・・・・・         「それでこそロータリー」 

今週の歌・・・・・・・・・・・         「花は咲く」 NHK『明日へ－支えあおう－』東日本大震災復興支援ソング 

                                 ソングリーダー ： 佐藤菊夫 （東京世田谷南 RC） 

ビジター・ゲスト紹介・・      東京世田谷南 RC親睦委員会 

歓迎の歌・・・・・・・・・・・         東京世田谷南 RC親睦委員会 

会長挨拶・・・・・・・・・・・        冨田  稔 （東京世田谷南 RC会長） 

                       星野勇介 （東京山の手 RC会長） 

幹事報告・・・・・・・・・・・        髙村昌秀 （東京山の手 RC幹事） 

                       種谷清周 （東京世田谷南 RC幹事） 

ニコニコ発表・・・・・・・・          東京山の手 RC ・ 東京世田谷南 RC 

卓話・・・・・・・・・・・・・・・               「どうする日本政治－衆院選と参院選の間に－」 

                    NHK解説主幹  島田敏男様  

閉会点鐘・・・・・・・・・・・         星野勇介 （東京山の手 RC会長） 



●第 1239回例会報告 
2013年 3月 7日（木） 
会員数  60名 （対象） 60名 
当日出席数   46名（76.67%） 
前回修正出席率         （86.67%） 
 
・ビジター 
冨田  稔さん （東京世田谷南 RC） 
松本信義さん （東京渋谷 RC） 
島田節子さん （東京渋谷 RC） 

・ゲスト 
小原尚人さん （浅木さん紹介） 
 
 

●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・下期＞ 

3/7  例会                       ７５０，０００円 
累計                     ７５０，０００円 
 
  本日より復興支援募金が始まりました。
下半期目標の250万円達成に向ってがん
ばります。 
本日は、750,000円の寄付をお寄せいた
だきました。 引続き来週以降もよろしくお
願いいたします。 
 
 
●ニコニコＢＯＸ 

本日の合計                                                                 ７８，０００円 
    累計               ２，１９８，８７２円 
 
 
東京渋谷 RC 松本・島田さん   
本日キャラバンで参りました。 
どうぞ宜しくお願い申し上げます。 

新井秀幸さん  だいぶ暖かくなって来
ましたね！ 親睦ゴルフ楽しみです。 

浅野健太郎さん  来週は北京に出張
ですので、マスクを買い込んでおきま
す。 

江中武久さん  小原尚人さんようこ
そ！ 入会をお待ちしてます！ 

灰田美知子さん  花粉症にお気をつ
け下さい。 

幡野永由さん  結婚記念をお祝い頂
き感謝します。 結婚 54年になります。
お陰様で長く続いています。 

弘田明成さん  PM2.5、黄砂、スギ花
粉、増税と戦う相手が多くて大変で
す！  

星野勇介さん  世田谷南の冨田会長
ようこそ。 来週の合同例会よろしくお
願いします。 

 渋谷ロータリークラブ松本幹事、島田さ
んようこそ。 

生駒昌太郎さん  もうすぐ春ですね！
どこか出かけるかー！  

春日正好さん  中島さん、お忙しい中
ようこそおいで下さいました。 きょうは
専門の ICTの話題でなく、国民関心事
の沖縄（うちなー）の実情をお聞かせ下
さることを期待しています。 よろしくお
願いします。 

川手直明さん  3月 9日の誕生日と結
婚記念日の祝を有難うございます。 

 佐々木光勝さんのご長男結婚おめでと
いうございます。 

北原慎庸さん  春がそこまで来てます
ネ。 

増田靜一さん  ①誕生日のお祝いを
どうもありがとうございます。とうぶん健
在です。 
②中島洋様、沖縄はすばらしいとこで 
すね。 特に直江島はすばらしい。 メ
ンバーのみなさん是非いってネ！ 

大川丈男さん  穏やかで暖かな“春の
空気”感じますね。 
5月 11日土曜日、Togethersまで 2 ヶ
月ちょっとです。 みなさん、宜しくお願
いします。 

里内俊夫さん  間もなく 3・11記念日
です。 清水さんをはじめ震災復興支
援委員会の皆さんには、手弁当で、旅
費も自腹、お役目とは申せ容易じゃあ
りませんネ。 危ないところへは近付か
ないよう、ご健闘を祈ります。 

清水庸男さん  復興支援募金、今日
から始まりました。 皆様の絶大なる応
援をお願いいたします。 



鈴木康之さん  今日電車の中で外人

2名の間にすわり、まわりを見たら、ケ

イタイをいじっている人が 4割、寝てい

る人が 3割位いました。 日本はまだ世

界一安全な国ですね。 

髙村昌秀さん  次週は東京世田谷南

RC との合同例会です。 また、夜は二

木会です。 皆さんぜひご参加を。 

上田正昭さん  女房に美しいバラを有

難う存じます。 

横山雅也さん  日銀の人事がほぼ決

定しましたが、なんと家内のゼミの先生

が副総裁に！ 我が家にとってサプラ

イズの人選となりましたが、家内が「きく

ちゃん」と呼ぶ岩田規久男先生には、

日本のために頑張ってもらいたいと思

います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●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 

 

 

 ●今週の歌  

「花は咲く」 

   NHK『明日へ－支えあおう－』 

          東日本大震災復興支援ソング  

      作詞 岩井俊二 / 作曲 菅野よう子 

 

花は 花は 花は咲く いつか生まれる君に 
花は 花は 花は咲く 私は何を残しただろう 
 
花は 花は 花は咲く いつか生まれる君に 
花は 花は 花は咲く いつか恋する君のために 

● 2012～2013年度 第 9回理事会議事録 

                          幹事 髙村昌秀 
 

日   時  2013年 3月 7日（木） 14:00～15:00 

場   所  「ゲトライデ」 港区元赤坂１－１－７ 

出席者  日野正紀。伊達幹。増田靜一。亀井準。神通康夫。浅野健太郎。松木昭和。   

      佐々木光勝。川手直明。磯野道造。市川 隆。星野勇介。髙村昌秀。 

議 題 

１）観桜会の件 

市川会員より報告、現時点で４８名の申し込みあり。 

親睦予算より前年並の補填を予定。 

２）アリソンさん支援の件 

会長に以前、渡辺委員長より上期と同様に下期も２万円／月の支援要請が 

ありました。 

星野年度下期も同様の支援をすることにした。 

３）財政問題の件 

支出削減・会員増強について各種意見が出た。 

まずは、今年度の収支見通しを作成し、策を考えることにした。 

以上 

理事会終了後、新事務所の視察をした。 



 
 
 
 
 
 

●山の手伝言板  
                            3月 14日（木）              二木会  18：00～ 「ストックホルム」（元浅木会員の店） 

                            3月 15日（金）              委員会合同炉辺  18：30～ 赤坂「まごの邸」 

                            3月 16日（土）              次年度理事・役員懇談会  16：00～ 奥沢「八沢川」 

＊3月 20日（水）～25日（月） 事務所移転の為、電話・FAX・メールが不通となります。 

                            3月 21日（木）             山の手俳句の会  14：30～ キャピトルホテル２Ｆ 

                            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） 

                            4月      4日（木）              理事会  16：00～ 「八芳園 2Ｆウインド」 

                                                                                                                                                                                                                                                                      観桜会  18：30～ 「八芳園 3Ｆグレース」 

4月 11日（木）   例会は通常通り行います。 

                           4月 12日（金）～13日（土）  親睦旅行  岩手盛岡～山田町 

                            4月 17日（水）              山の手東西Ｇ親睦ゴルフ予選会  「武蔵カントリークラブ」 

                           44月 18日（木）              卓話 「中国の海洋進出への対応」 

                公益財団法人水交会会員  赤星慶治様（星野さん紹介） 

●第１２４１回例会予定 [2013年 3月 21日(木)]  
 

祝賀者  誕生日    春日正好さん（24日） 

       結婚記念日   増田靜一さん（24日） 

            倉知英行さん（27日） 

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） 

★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/

