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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１２４１回例会プログラム 
2013年 3月 21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 ： 江中武久さん 

ビジター・ゲスト紹介・・      親睦委員会 

祝賀者・・・・・・・・・・・・・         誕生日           春日正好さん（24日） 

祝賀者・・・・・・・・・・・・・         結婚記念日    増田靜一さん（24日）           倉知英行さん（27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・・・・・・・・・・・・・・・               「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 

次週予告・・・・・・・・・・・          プログラム委員会 



●第 1240回例会報告 

2013年 3月 14日（木） 

東京世田谷南ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞとの合同例会 

会員数  60名 （対象） 60名 

当日出席数   42名（70.00%） 

前回修正出席率         （86.67%） 

 

●会長挨拶 

  (東京世田谷南 RC 冨田会長) 

  (東京山の手 RC  星野会長) 

 

 

 

 

 

 

 

 

●ニコニコＢＯＸ 

本日の合計                                                  １１９，０００円 

    累計               ２，３１８，０７２円 

 

世田谷南 RC 大山利雄さん   

久し振の合同例会を祝って。 

新居英一さん  寒い日が続きますね。

腰の痛いのには困ります。 

新井秀幸さん  素晴しい会場での例

会を祝してニコニコです。 

 

伊達  幹さん  久し振りの合同例会

にニコニコ。 

福神邦雄さん  東京世田谷南RCさん

との合同例会を楽しみにしております。 

後藤守機さん  久し振りの兄弟クラブ

との合同例会楽しみに参りました。 

幡野永由さん  スポンサークラブとの

合同例会、嬉しいですね。 懐かしい方

達にお会いして無上の喜びです。  

日野正紀さん  久しぶりの世田谷南

RC さんとの合同例会、楽しみにしてい

ます。 

星野勇介さん  本日は世田谷南 RC

の皆様と御一緒できて喜んでいます。

冨田会長、種谷幹事、ありがとうござい

ました。 

神通康夫さん  世田谷南ロータリーの

皆様こんにちは。 合同例会よろしくお

願い致します。 

春日正好さん  世田谷南 RCの皆様、

今日はお世話になります。 楽しみにし

て出て参りました。 卓話も興味深そう

です。 

片岡  鄕さん  昨日はのみすぎまし

た。 

川合  孝さん  世田谷南 RCの皆様、

この様な素晴らしい場所でありがとうご

ざいます。 

 

 



北原慎庸さん  今日もニコニコ！！ 

合同例会を祝して。 

松木昭和さん  今週号の東洋経済に

記事が出ました。 税制改正について

です。 宜しかったらご笑覧下さい。 

森本正昭さん  世田谷南RCとの合同

例会を祝して。 

西澤忠義さん  今日は、六番目の孫

の誕生日です。 ニコニコ！  

大川丈男さん  はじめて参加させて戴

きます。 合同の例会、楽しみに来まし

た。 ニコニコ！  

佐々木光勝さん  3月 9日にやっと長

男が結婚式を上げる事が出来ました。

やれやれです。 

鈴木康之さん  世田谷南ロータリーク

ラブの皆さん、今日はお世話になりま

す。 

髙村昌秀さん  本日の合同例会にぎ

やかですね。 東京世田谷南 RCの皆

さんよろしくお願いします。 

竹村潤二さん  世田谷南クラブとの合

同例会を祝して。 

瀧本  司さん  ホワイトデー、合同例

会・・・ おめでとうございます。 

上田正昭さん  世田谷南との合同例

会を記念して。 ニコニコ。 

 

山田  清さん  合同例会を祝して。 

暑さ、寒さの差が大きいので皆様お体

に気を付け下さい。 

横山雅也さん  両クラブの親睦が深

まりますように。 

吉岡桂輔さん  先日、次年度会長予

定者の PETSに参加しました。 

 いよいよ近づいた中で、世田谷南 RC

の荻原次年度会長に大変お世話にな

りました。 ニコニコ。 

吉岡俊樹さん  強い風と花粉で涙が

止まりません。 早く花粉の季節が終

わってほしいです！ 

第9回理事会出席者  お茶代のおつり

です。 

 

●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 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

●山の手伝言板  

       ＊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 

                             4月     4日（木）          理事会 

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

4月 10日（水）             山の手 手話サークル 

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１２４２回例会予定 [2013年 3月 28日(木)]  
 

祝賀者  誕生日    井上明義さん（29日） 竹村潤二さん（29日） 

                        新居英一さん（31日） 大川丈男さん（4/3日） 

              ﾊﾟｰﾄﾅｰ誕生日   弘田明成さん（29日） 

       結婚記念日   山崎良雅さん（4/2日） 

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） 

★山の手ロータリーのホームページ 

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/

