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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１２４３回例会プログラム 
2013年 4月 4日(木) 

観 桜 会 

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 ： 佐々木光勝さん 

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      北原慎庸さん（5日） 吉岡俊樹さん  （6日） 

祝賀者・・・・・・・・・・・・・           結婚記念日     黒岩智行さん（4日） 生駒昌太郎さん（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 

次週予告・・・・・・・・・・・          プログラム委員会 

第二部   懇親パーティー・・・・・・・・・・・・・          親睦委員会 

 

 



●第 1241回例会報告 

2013年 3月 21日（木） 

会員数  60名 （対象） 60名 

当日出席数   39名（65.00%） 

前回修正出席率         （86.67%） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ビジター 
小谷達雄さん （京都 RC） 
太田嘉正さん （東京中央 RC） 

・ゲスト 
佐々木杏里さん （星野さんゲスト） 

・特別ゲスト 
アリソン・クエッセルさん 
       （R平和フェローシップ学生） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●新地町企画の支援に対する感謝のスピーチ 
ﾛｰﾀﾘｰ平和ﾌｪﾛｰｼｯﾌﾟ学生  アリソン・クエッセルさん 

翻訳・アドバイザー  灰田美知子会員 
 
This last week was the anniversary of 3/11. It was an emotional weekend in 
Shinchimachi and I was glad to be there but felt very heavy feelings as well. 
 
Sunday morning was a Sakura planting event that I photographed. It was an 
incredibly windy day and children were playing in the heavy winds that were blowing 
much dirt and sand into the air. The next morning, just before the memorial service, I 
went to the same area and workers were removing the radiated topsoil that kids had 
just been playing in. 
 
I have a very good feeling about Shinchimachi. And, I do think people and the town are 
doing everything they can to be safe. But sometimes, like this last weekend, I am filled 
with worry. 
 
I hope you enjoyed the Rotary-no-Tomo article about Shinchimachi. The new year I 
spent there was the best of my life. This last trip I took copies of the magazine to the 
people in the photographs. I am very thankful for your support as it has enabled me to 
document the beauty in Shinchimachi and share it with people there. 
 

 

 先週は、震災一周年の３月１１日でした。新地町では、いろいろな「思い」に揺れた週末とな

りましたが、私は、そこに同席できて良かったと思うと同時に、皆様とともに、気持ちの重みを

強く感じました。 

 日曜の午前中には桜の植樹祭があり、私がその時の写真を担当しました。この日は、凄く風が

強い日でしたので、子供達も、強い風で舞い上がった土煙と砂の中で、遊んでいました。 

 次の朝、記念式典が行なわれる少し前に、同じ場所に行くと、作業員の人たちが、昨日、子供

達が、遊んでいた場所にあった放射性物質を含んだ土壌の除染をしていました。 

 私は新地町には、とても好感を持っています。また町の方達も町の安全のためにできる事は何

でも一生懸命、やっていると思います。でも、時々、今回の週末の様な事があると、私は心配な

気持ちで一杯になります。 

 今回のロータリーの友に出ていた新地町の記事を楽しんでいただけたでしょうか。ここで私が

過ごしたお正月は、今迄での人生で「最高のお正月」でした。前回、新地町に行った時は、この

時に記事に登場していた人たちに、その記事の掲載誌を持って行ってあげました。 

 私は、新地町の美しい姿を記録に残す事ができた上に、更に、その写真の当事者の皆様にも、

その掲載誌お届けする事ができました。 

 それを可能にして下さった、皆様のご支援に対して、とてもありがたく感謝しております。 



●委員会報告 
震災復興支援委員会    （竹村委員） 

＜2012-2013年度 募金報告・下期＞ 

前回までの合計       ７５０，０００円 

 3/21 例会                                                ３４０，０００円 

累計                   １，０９０，０００円 

 
親睦委員会       （川合委員長） 

  3/15赤坂まごの邸にて親睦委員会、

会員増強委員会、復興委員会の合同炉

辺を開催。 星野会長の元 21名の参加。

最初から最後迄会員増強の話題に一貫

し親しく 2時間を過ごす。 

 

TOGETHERS実行委員会 

          （大川新世代委員長） 

  トゥゲザーズ開催まで 2 ヶ月を切りまし

た。 皆様のご協力さらに宜しくお願い申

し上げます。 

  尚、本日当ホテル「オリガミ」におきまし

て、13時 45分よりトゥゲザーズ実行委員

会を開催致します。 

 

●同好会 
旨い蕎麦を喰らう会   （山崎良雅会員） 

  4月 23日(火)に「旨い蕎麦を喰らう会」

を開催します。 ふるって御参加下さい。 

 

●ニコニコＢＯＸ 

本日の合計                                                                 ３９，０００円 

    累計               ２，３５７，０７２円 

福囿正志さん  久しぶりに参加しま

した。 

幡野永由さん  嬉しい事がありました。

私の最初の孫が 3月 19日医師国家試

験に合格しました。 大ニコニコです。 

星野勇介さん  ①佐々木さん、ようこ

そお越下さいました。 

②アリソンさん、福島新地町（しんちま

ち）の報告、御苦労様です。 

③太田次年度青少年交換委員長、よう

こそお越下さいました。 

川合 孝さん  千鳥ヶ淵の桜は 7分

咲き。 おやじ、おふくろに見せたかっ

た。 

倉知英行さん  結婚記念日のお祝い

有難うございます。 予備校で出会って

45年一緒になって 35年になります。 

増田靜一さん  結婚のお祝いをどうも

ありがとうございます。 金婚式まで男

は「がまん」です。 

森本正昭さん  隠岐の海、闘牛のよう

にモー進。 優勝決定戦を見せて下さ

い。  

佐々木光勝さん  息子の結婚祝いを

いただきまして感謝申し上げます。      

ニコニコ。 

鈴木康之さん  花の満開が近づいて

います。 大風もよくふいています。  

無事な年だと良いですね。  

髙村昌秀さん  昨晩、娘が飼っている

ハムスターが飼育ケースより脱走しま

した。 鳴き声もたてない小さなハムス

ターですので探すのに大変でした。 

竹村潤二さん  先日は川合さんにお

世話になりました……。            

ニコニコです。 

 

 

●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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



●第 1242回例会報告 

2013年 3月 28日（木） 

会員数  60名 （対象） 60名 

当日出席数   37名（61.67%） 

前回修正出席率         （80.00%） 

 

・ゲスト 

紀岡直樹さん （川合さん紹介） 

福元恒徳さん （清水毅さん紹介） 

 

 

●委員会報告 

震災復興支援委員会    （竹村委員） 

＜2012-2013年度 募金報告・下期＞ 

前回までの合計       １，０９０，０００円 

 3/28 例会                                                ２１０，０００円 

累計                   １，３００，０００円 

 

 

親睦委員会       （川合委員長） 

  定例会後、盛岡への新幹線切符を買

いに行きます。 会費 32,000円は当日バ

スの中で徴収いたします。 

 

親睦委員会 ゴルフ会 （神通担当委員） 

  日付  2013年 3月 26日（火） 

   於   我孫子ゴルフ倶楽部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  今年度、第 3回目の親睦ゴルフ会を参

加者 15名にゲストを 2名加えて、17名で

我孫子ゴルフ倶楽部にて開催しました。 

  当日は良い天気に恵まれ、コース内の

桜もほぼ満開でとても綺麗でした。 

 

成績は 

   優    勝 神通康夫さん 

   準優勝 福囿正志さん 

   ３  位 ゲストの河津文三さん 

でした。 

  第 4回目の親睦ゴルフ会を 5月に予

定しておりますので、皆様奮ってご参

加の程、よろしくお願いいたします。 

 

 

新世代委員会 TOGETHERS 

              （瀧本実行委員長） 

  お知らせ文の配布 

    要点①当日是非お越し下さい 

       ②当日スタッフ募集 

       ③当日ボランティアの方募集 

 

順位 氏名 OUT IN GRS HDCP NET 

優 勝 神通康夫 45 44 89 14.0 75.0 

準優勝 福囿正志 42 43 85  7.0 78.0 

3位 河津文三 50 46 96 24.0 72.0 

4位 北原慎庸 46 52 98 20.0 78.0 

5位 新井秀幸 44 49 93 12.0 81.0 

6位 髙村昌秀 46 46 92 10.0 82.0 

7位 市川 隆 45 45 90  6.0 84.0 

8位 川合 孝 48 43 91  7.0 84.0 

9位 竹村潤二 49 49 98 14.0 84.0 

10位 横山雅也 47 51 98 14.0 84.0 

11位 西澤忠義 51 51 102 16.0 86.0 

12位 大川丈男 52 54 106 20.0 86.0 

13位 清水庸男 50 49 99  7.0 92.0 

14位 飯塚 孝 50 56 106 14.0 92.0 

15位 川手直明 60 57 117 23.0 94.0 

16位 宇野 孝 60 55 115 20.0 95.0 

17位 佐々木光勝 60 57 117 20.0 97.0 

 



会報・HP委員会      （増田委員） 
  週報 No.1242にニコニコ、他例会報告
が載っていません。 事務所引っ越しの関
係です。 次週No.1243に載せますのでご
了解ください。 
 
 
●ニコニコＢＯＸ 

本日の合計                                                                 ７９，０００円 
    累計               ２，４３６，０７２円 
 
後藤守機さん  風邪を引き、生れて
はじめて 38.7度の高熱を出しダウン
していました。 弘田さんにアドバ
イスしてもらい助かりました。  
やっと春を楽しむことが出来ます。 

灰田美知子さん  ①アリソンさんが外
国人特派員賞、1等賞入賞でした。  
ニコニコ。 
②入江さんお引越ご苦労様でした。 

日野正紀さん  岩瀬さん、お世話にな
りました。 有り難うございました。 

神通康夫さん  親睦ゴルフ会に参加
の皆様おつかれさまでした。 親睦ゴル
フ会に参加して 3ついいことがありまし
た。  
1.ゴルフ幹事として雨が降らず最高に 
いいお天気でした。   

2.桜がとてもきれいだったこと。   
3.思いもよらず優勝しちゃいました。  
ニコニコ！  

川合 孝さん  紀岡直樹さんを紹介
いたします。 いい男です。 すぐ入会
するそうです。 

大川丈男さん  4月 3日の誕生日をむ
かえて、61才になります。 また、さらに
楽しく、有意義な一年を、宜しくお願い
いたします。 ありがとうございます。 

鈴木康之さん  入江さん、新事務所
への引越でご苦労様です。 会員の皆
さん来月からたまには入江さんをなぐさ
めに事務所へ顔を出してほしいと言っ
てます。 よろしく。  

髙木保男さん  何事もなく、ニコニコ。 
 

髙村昌秀さん  自宅、会社の最寄駅
が地下鉄になりました。 改札まで下り
の階段 106段あります。 改札からホー
ムまで更に下ります。 今までより早く
家を出ないと電車に乗り遅れてしまい
ます。 

竹村潤二さん  ①誕生祝い、有難うご
ざいます。 
②親睦ゴルフ会、お世話になりました。 

瀧本 司さん  本日の卓話者、松井
さんをよろしくお願いします。 

山崎良雅さん  私がカウンセラーをし
ていた 2007年度ロータリー財団国際奨
学生の井上恵美子さんですが、
OXFORD大学で修士号を取得した後、
京都大学大学院で学んでいましたが、
3月 25日に京都大学から博士号を授
与され、4月から京都大学経済学研究
科専任講師として採用が決ったとの嬉
しい報告がありました。 

横山雅也さん  3月 14日の二木会、
参加有難うございました。 浅木さんに
安くしてもらいました。 おつりです。 

吉岡桂輔さん  家の近くの目黒川はじ
め、桜がきれいでうれしいです。 

吉岡俊樹さん  小学生をつれてスキ
ーキャンプに行ってきました。 ケガなし、
事故なし、無事に終わってホッとしてい
ます。 ニコニコ！ 

 
●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  
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

●山の手伝言板  
4月 10日（水）   山の手 手話サークル 

                    TOGETHERS 15:00～ 会場打合せ、キックオフミーティング 

                           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） 

                           44月 23日（火）              旨い蕎麦を喰らう会 18：30～ 西麻布「千利庵」 

                           44月 25日（木）              卓話 ロータリーの友 地区代表委員 御手洗美智子様 

                          4    5月    2日（木）              例会休み（規定 3） 

 

●第１２４４回例会予定 [2013年 4月 11日(木)]  
 

祝賀者  誕生日    小野佐千夫さん（14日） 松原俊夫さん（14日） 

       結婚記念日   山田  清さん  （11日） 山崎武彦さん（14日） 

            沖正一郎さん  （15日） 

卓話                  「私にも出来る国際貢献」 

         元フジテレビ 報道局米国駐在主幹 淺井正義様 （春日さん紹介） 

★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  増田靜一 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  

〒107-0051  港区元赤坂 1-1-7 オリエント赤坂モードサイドビル 708号室 
電話 6459-2640  FAX 6459-2641 
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 

●東京山の手 RC 新事務局 

〒107-0051 

東京都港区元赤坂 1-1-7  オリエント赤坂モードサイドビル 708号室 

TEL 03-6459-2640   FAX 03-6459-2641 

 

http://www.tokyo-yamanote-rc.gr.jp/

