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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１２４４回例会プログラム 
2013年 4月 11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 ： 山田 清さん 

ビジター・ゲスト紹介・・      親睦委員会 

祝賀者・・・・・・・・・・・・・           誕生日      小野佐千夫さん   （14日） 松原俊夫さん（14日） 

祝賀者・・・・・・・・・・・・・           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） 

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・・・・・・・・・・・・・・・         「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  

次週予告・・・・・・・・・・・          プログラム委員会 



●第 1243回例会報告 

2013年 4月 4日（木） 

観 桜 会 

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         （83.33%） 

 

  ご夫人出席数   16名 

  ご家族出席数    2名 

  ゲスト                  2名 

 

●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＞ 

前回までの合計     １，３００，０００円 

 4/4   例会                                                               ６０，０００円 

累計                   １，３６０，０００円 

 

新世代委員会 TOGETHERS 

              （瀧本実行委員長） 

① 5/11（土）第 3回トゥゲザーズ、皆さん

お越しください。 

② 4/10（水）15：00～オリセンにて、会場

との打合せ会。 実行委員、運営委員

の皆さんご出席を。 

 

次年度幹事報告     （瀧本副幹事） 

  4/25（木）11：00～例会場にて、次年度

委員長のミーティング開催。 

 

●ニコニコＢＯＸ 

本日の合計                                                  １６１，０００円 

パクパクポケット             ２００円 

    累計               ２，５９７，２７２円 

 

新居英一さん  桜が早いのが残念で

す。 

浅野健太郎さん  黒澤博幸さん、本

日の演奏楽しみにしております。 よろ

しくお願いいたします。 

伊達  幹さん  花が残ってくれてニコ

ニコ。 観桜会にカンパイ！ 

江中武久さん  本日はソングリーダー

という名誉をたまわり感謝！佐々木会

員、大事な役目をとってしまってごめん

なさーい。 

福神邦雄さん  良い天気に恵まれ、

観桜会を楽しませていただきます。 

福囿正志さん  1年ぶりの桜です。 

少しだけでも今日の為に残っていてく

れてありがとう！！  

後藤守機さん  今日は「全員ニコニ

コ」でご協力頂きました。 ありがとうご

ざいました。  親睦の皆様のお蔭で楽

しい観桜会になりそうでニコニコです。  

幡野永由さん  観桜会楽しい会であり

ます様に。 桜の花も残っていてニコニ

コです。 

日野正紀さん  花がまだある観桜会、

よかったですね。 



星野勇介さん  本日の観桜会、担当

の皆様ありがとうございました。 メディ、

アルディようこそ来てくれました。 

市川  隆さん  待ちにまった観桜

会！！ 今日は、妻と娘も初参加させ

ていただきました。 皆様宜しくお願い

します！！ 

生駒昌太郎さん  花より団子で楽しみ

ます。 

磯野道造さん  今日は観桜夜間例会

という楽しい会合ですので、夫婦で参

加しました。 

神通康夫さん  観桜会、良い天気に

恵まれ、桜はちょっとさびしいけれど、

でも景観は最高。 ニコニコ！  

春日正好さん  桜には少しだけ遅れ

たけれど、今日はお天気に恵まれて楽

しい観桜会になりそうです。 ニコニコ

です。 後藤さんの関守は効き目があ

りますね。 

片岡  鄕さん  今日は春らしくあたた

かくなりました！！ ふところもあたた

かくなりたい！  

川合  孝さん  日本人は桜が好きで

す。 カミさんも愛しています。 

川手直明さん  桜が辛うじて待ってく

れましたね。 親睦の担当委員の方ご

苦労様です。 

増田靜一さん  ご夫人方、今年も花盛

り。 めでたし。めでたし。 

松木昭和さん  桜が残っていてよかっ

たです。 ニコニコ！ 

森本正昭さん  今日の日にそなえて

桜も待って呉れました。 盛会間違いな

し！ 

西澤忠義さん  少しいい事がありまし

た。 ニコニコ！ 

大川丈男さん  ニコニコです。 遅れ

てすみません。 

佐々木光勝さん  観桜会、山の手の

為に桜が残ってくれてニコニコです。 

清水庸男さん  先週引越しました。 

勿論カミさんも一緒です。 

鈴木康之さん  なにも言葉が出ない

ほどうれしいです。 

髙村昌秀さん  観桜会を祝して。 な

かなか桜のタイミングは難しいですね。 

竹村潤二さん  観桜会、昨日でなくて

よかったですね！！ 

瀧本  司さん  5月 11日、トゥゲザー

ズに皆様いらして下さい。 拍手のボラ

ンティアを！！ 

植田玄彦さん  葉桜に乾杯！ 

上田正昭さん  観桜会の盛会を祝し

て。 ニコニコ。 

山田  清さん  岩瀬さん、先週はたい

へんお世話になりました。 つい飲みす

ぎた勢いで二次会へ行ってしまいまし

た。 

 



山崎良雅さん  ①先日は結婚記念日

のプレゼントを有難うございました。 

②今日の観桜会、大いに楽しみましょ

う。 

吉岡桂輔さん  先週、長崎県壱岐の

島まで夫婦で桜を見に行きました。  

海に向って咲く、おそらく日本唯一の桜

です。 海と桜は大好きなのでニコニコ

でした。 

 

●第二部 

懇親パーティ・・・親睦委員会 

＜進行＞  市川 隆さん 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

吉岡俊樹さん  花は見られないとあき

らめていただけに、葉桜がとてもきれい

に感じます。 雨にも風にも負けず、残

ってくれた桜に感謝。 ニコニコです。 

入江浩子さん  事務局が引越しました。

皆様、お立ち寄り下さい。 

 

 

 

 

 

 

＜司会＞  浅野健太郎さん 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

＜出演＞  津軽三味線  黒澤博幸様  



 ●2012～2013年度 第 10回理事会議事録 

                     幹事  髙村昌秀 

 

日  時  2013年 4月 4日（木） 16:30～17:30 

場  所  八芳園 「末広」 

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。吉岡桂輔。川手直明。瀧本司。清水庸男。 

市川隆。星野勇介。髙村昌秀。 

 

議 題   

１）一般会計見直しの件 

・今期、実施した削減策の説明をした。 

事務所移転、理事会会場変更、ＨＰ費用他。 

・各種意見 

一般会計と奉仕会計は、明確に分ける。 

クラブ指針の印刷を簡素化する。 

例会欠席の場合、火曜までに連絡をするようにする。 

・例会で財政状況を会員に説明することにした。 

４月の例会にて実施する 

２）復興支援の件 

・親睦旅行時に山田ＲＣへ３０万の義援金を贈呈すことについて、星野会長に 

一任することにした。 

・星野会長は、理事会後の例会で、会員の皆さんに説明をして了承を得ること 

にした。 

以上 



 
 
 
 
 
 

●山の手伝言板  
                           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 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「ロータリーの友誌について」 

                     ロータリーの友 地区代表委員 御手洗美智子様 

                 次年度委員長会 11：00～ 例会場 

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

                             45月               9日（木）              卓話 「能楽の現代」 

                 能楽観世流シテ方・重要無形文化財総合指定 

                                 永嶋忠侈様 （市川さん紹介） 

 

●第１２４５回例会予定 [2013年 4月 18日(木)]  
 

祝賀者    ﾊﾟｰﾄﾅｰ誕生日   山崎良雅さん （19日）  春日正好さん（19日） 

      倉知英行さん （23日） 

       結婚記念日   亀井  準さん （24日） 

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（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  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  

〒107-0051  港区元赤坂 1-1-7 オリエント赤坂モートサイドビル 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トサイドビル 708号室 

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

 

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

