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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１２４６回例会プログラム 
2013年 4月 25日(木) 

点鐘・・・・・・・・・・・・・・・         星野会長 

ロータリーソング・・・・・         「日も風も星も」 

                                 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・・・・・・・・・・・・・           ﾊﾟｰﾄﾅｰ誕生日         神通康夫さん      （28日） 

祝賀者・・・・・・・・・・・・・           結婚記念日                       新居英一さん       （28日）      春日正好さん（29日） 

            浅野健太郎さん（5/4日）北原慎庸さん(5/5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・・・・・・・・・・・・・・・         「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 

次週予告・・・・・・・・・・・          プログラム委員会 



●第 1245回例会報告 

2013年 4月 18日（木） 

会員数  60名 （対象） 60名 

当日出席数   34名（56.67%） 

前回修正出席率         （88.33%） 

 

・ゲスト 

福元恒徳さん（清水毅さん紹介） 

桂川和子さん（     〃    ） 

中田茂徳さん（吉岡桂輔さん紹介） 

王  雪靜さん（台湾 八陽徳陽RCゲスト） 

澤岡楊子さん（       〃      ） 

 

 

●被災地視察＆親睦旅行 

          (4/12-13) 

参加者 新井。伊達。星野。市川。生駒。

亀井。川合。北原。増田。森本。 

清水（庸）。髙村。竹村。 

山崎（良）。吉岡（桂）。永島。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●委員会報告 
震災復興支援委員会   （北原委員） 

＜2012-2013年度 募金報告・下期＞ 

前回までの合計     １，４９０，０００円 

 4/18  例会                                                                    ３０，０００円 

累計                   １，５２０，０００円 

 

親睦委員会 ゴルフ   （市川委員） 

  第 2750地区 山の手東・西親睦ゴルフ

予選会の結果報告をいたします。 

  団体戦を 3位通過したので、5/13決勝

戦に出場します。 

  清水キャプテンがシニア部門にてベス

トグロス獲得。 個人戦 3位入賞です。 

 

【山の手東西親睦ゴルフ予選会】 

日  時  2013年 4月 17日（水） 

  於    武蔵カントリークラブ 

              豊岡コース 

参加者      清水庸男。川合孝。市川隆。 

横山雅也。福囿正志。 

西澤忠義。神通康夫。 

 

《団体 西グループ》 

優  勝 

準優勝 

3位 

4位 

5位 

東京世田谷南 RC 

東京世田谷 RC 

東京山の手 RC 

東京自由が丘 RC 

東京青山 RC 

 

 

新世代委員会 TOGETHERS 

                 （大川委員長） 

  トゥゲザーズの開催は来月5月 11日土

曜日です。 実行委員会メンバーも最終

局面、一丸となって取り組んでおります。 

ロータリアンの皆さんのご参加、ご観覧、

宜しくお願い申し上げます。 

ご家族の方、ご友人にもふるってお誘いく

ださい。 

  なお、会場の代々木オリンピックセンタ

ー（国立オリンピック記念青少年総合セン

ター）の入場には事前登録が必須でござ

います。 多くの方の暖かい拍手宜しくお

願いします。 

 



●ニコニコＢＯＸ 
本日の合計                                                   ６０，０００円 

    累計               ２，７１３，２７２円 
 
伊達  幹さん  東北旅行では大変お
世話様でした。 災害の現場を見て、
息の長い支援が必要だなと感じまし
た。 

弘田明成さん  久し振りに昼食が食
べられます。 ニコニコ。 

星野勇介さん  赤星さん、ようこそお
越下さいました。 卓話をたのしみにし
ています。 

生駒昌太郎さん  森本さん、親睦旅
行の写真ありがとうございます。 

亀井  準さん  結婚記念品ありがとう
ございます。 また先般の充実した旅
行、お世話いただいた方々に感謝しま
す。 

倉知英行さん  妻の誕生日のお祝有
難うございます。 私と同じ年令になり
ます。 

増田靜一さん  星野会長、髙村幹事、
市川委員長お世話さまになりました。  
今回の盛岡山田行きはとても有意義な
旅でした。 考えさせられました。 

森本正昭さん  先日の会員旅行大変
お世話になりました。 盛岡西 RCの皆
様の百年の友のような歓迎、山田漁港
の昼食会の津波に耐えて育った「カキ」。
宮沢賢治記念館、中尊寺等すばらしい
想出となりました。 

大川丈男さん  来月 5月 11日土曜日
は「トゥゲザーズ」です。 運営メンバー
に加わっての力添え、当日の観客とし
てロータリアンの皆さんの、そしてご家
族、ご友人の方々など一人でも多くの
皆様のご観覧、ご参加お願いいたしま
す。 たくさんの拍手はこころのプレゼ
ントです。  

沖正一郎さん  結婚祝有難うございま
した。 何しろ 56年前の事、二人共すっ
かり忘れていました。 お陰様で二人仲
良くつづけてます。 

 

清水庸男さん  昨日の山の手東・西
親睦ゴルフ予選会にて、シニア部門で
ベストグロス獲得。 個人戦でも 3位入
賞しました。 ニコニコ。 

清水 毅さん  本日、ゲスト 2名をご
紹介いたします。 福元様と桂川様で
す。 福元様は 2回目のご参加です。 
ありがとうございます。 また新たな仲
間が増えてうれしいです。 

鈴木康之さん  暖かい日が続きます
ね。 皆んな元気でロータリーライフを
楽しみましょう。 

髙村昌秀さん  親睦旅行、無事に帰
ってきました。 

山崎良雅さん  先日の被災地視察旅
行では、お世話になりました。 復興に
は、まだまだ時間がかかりますね。 

吉岡桂輔さん  先日の東北旅行、星
野会長、清水震災復興委員長、川合親
睦委員長はじめ、皆様お世話になりま
した。 

吉岡俊樹さん  トゥゲザーズのポスタ
ーが出来上がりました。 うれしいです。
ニコニコ。 

地区山の手東・西親睦ゴルフ予選会 
選手一同  昨日、団体戦で無事に予
選 3位通過しました。 ニコニコ。 

 
 
●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  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

●山の手伝言板  
                           44月 25日（木）              次年度委員長会  11：00～ 例会場 

                           4                                                     山の手俳句の会  14：30～ キャピトルホテル 2F 

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

                          4    5月    8日（水）             山の手手話サークル 

                          4    5月 11日（土）             TOGETHERS開催 

12：30開演 ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ記念青少年総合ｾﾝﾀｰ 

                          4    5月 13日（月）             国際ロータリー第 2750地区親睦ゴルフ決勝大会 

                                「レイクウッドゴルフクラブ」 

                          4    5月 16日（木）             創立 27周年記念夜間例会 

                 18：00受付 18：30点鐘  ザ・キャピトルホテル東急 

                          4    5月 20日（月）             2013-14年度 地区協議会 

                          4    5月 23日（木）             卓話 「イニシエーションスピーチ」 

                          4    5月 30日（木）             卓話 「野球とベースボールの違い」 

                 ｽﾎﾟｰﾂﾗｲﾀｰ&ｷｬｽﾀｰ 青島健太様（市川さん紹介） 

●第１２４７回例会予定 [2013年 5月 9日(木)]  
 

祝賀者    ﾊﾟｰﾄﾅｰ誕生日   町田行功さん （12日） 後藤守機さん（14日） 

       結婚記念日   後藤守機さん （10日） 

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） 

★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 

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

