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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１２４８回例会プログラム 
2013年 5月 16日(木) 

創立 27 周年記念夜間例会  
 
点鐘・・・・・・・・・・・・・・・         星野会長 
ロータリーソング・・・・・         「山の手ロータリー讃歌」 
                                 ソングリーダー ： 生駒昌太郎さん 
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         飯塚    孝さん  （21日） 西澤忠義さん（21日） 
祝賀者・・・・・・・・・・・・・           結婚記念日                     清水庸男さん    （20日） 
                         傘寿                 伊達          幹さん     (8/24日) 
                     金婚式        磯野道造さん   (10/10日) 
                                      飯塚           孝さん(10/19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 創立記念パーティー 
 19：00  開会 
               司会・・・・・・  親睦委員会 新井秀幸さん 
                乾杯・・・・・・  吉岡桂輔会長エレクト 
                会食 
 20：00  大橋純子さんによるショータイム 
 20：45  閉会の辞・・・ 川手直明会長ノミニー 
 21：00  手に手つないで 



●第 1247回例会報告 

2013年 5月 9日（木） 

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%） 

 

・ゲスト 

中田成徳さん（吉岡桂輔さん紹介） 

 

 

●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＞ 

前回までの合計     １，５７０，０００円 

 5/9  例会                                                                         １２０，０００円 

累計                   １，６９０，０００円 

 

①下半期目標まで 81万円です。 

皆様のご協力に感謝いたします。 

②親睦旅行の感想文を竹村潤二さんから

いただき、今週の週報に掲載していた

だきました。 力強い応援をいただき感

謝しています。 

③山田ロータリークラブの阿部会長から、

先般お届けした見舞金に対しお礼状が

きております。 

 

親睦委員会 ゴルフ   （神通担当委員） 

①第 2750地区親睦ゴルフ決勝大会が 

2013年 5月 13日（月）にレイクウッドゴ

ルフクラブ・東コースで開催します。  

当クラブから清水庸男さん、福囿正志

さん、市川隆さん、松木昭和さん、

横山雅也さん、神通康夫の 6名で出

場いたします。 当日はよろしくお

願い致します。 

②第 112回親睦ゴルフ会のご案内です。

2013年 6月 4日(火)に鶴舞カントリ

ー倶楽部で開催します。 西インコ

ースで 8時 24分スタートです。 

 4/27(日)圏央道東金 JCTから木更津

IC間が開通して交通が便利になりま

した。 最寄りの高速出口は市原鶴

舞 ICです。 大勢の皆様のご参加を

お待ちしております。 

 

親睦委員会 創立例会 （新井担当委員） 

  いよいよ来週（5月 16日木曜）、創立

27周年記念夜間例会を開催いたします。 

今年は、歌手の大橋純子さんをイベント

のゲストとして呼んでおります。 親睦予

算の都合も有りまして、多くの方々の参加

をお願い致します。 

 



親睦委員会 ボウリング  （川合委員長） 

  6/9(日)星野年度 2回目のボウリング

大会を、後楽園ホールにて 12：00よりプレ

ーボール。 大人 8,000 円、小人 6,500 円。

賞品多数。 

 

新世代委員会 TOGETHERS 

（瀧本実行委員長） 

  12：30開演です。 運営のお手伝いの

方々、スケジュール表をご確認下さい。 

 

 

●ニコニコＢＯＸ 

本日の合計                                                   ７２，０００円 

    累計               ２，８４４，２７２円 

 

新居英一さん  結婚祝い有難う御座

居ました。 60回に近くなっています。 

二人ともまだ健在です。 

新井秀幸さん  今週、来週と大きな行

事が続きます。 今週はトゥギャザーズ、

来週の木曜日は創立夜間例会です。

皆さんの出席をお待ちしております。 

福囿正志さん  久しぶりに参加しまし

た。 

後藤守機さん  18回目の結婚記念日

のお祝いと妻の（○○才）の誕生日祝

いをありがとうございます。 仲よく、元

気にやっていますのでご安心下さい。 

灰田美知子さん  連休中は良いこと

一杯ありました。 ニコニコ。 

日野正紀さん  寒い寒い連休。 家の

内でおとなしく過ごしました。 ただこれ

からの「アツサ」が思いやられます。 

弘田明成さん  関所を通る前に目が

合ってしまってニコニコ。 

市川 隆さん  永島様、古川様、本日

は卓話にお越し下さいまして、誠にあり

がとうございます。 楽しみにしておりま

す 

春日正好さん  昨日、わがGは宿敵T

のために 3連敗という大屈辱を味わさ

れました。 とてもニコニコどころではあ

りません！ しかし、ロータリアンともな

ればここは無理にもこらえてニコニ

コ・・・。 本当にきょうは好い天気です

ね。 

川合 孝さん  いよいよトゥゲザーズ

です。 前日は酒をひかえて参加いた

します。 

北原慎庸さん  連休は良い天気が続

きニコニコでした。 

松原俊夫さん  ヤレヤレやっと初夏ら

しくなりました。 



大川丈男さん  いよいよ今年の

Togethers(トゥゲザーズ)も間近！   

今週の土曜日です。 お天気は少々気

になりますが、ロータリアンの気概（き

がい）で、一日宜しくご協力とあたたか

な拍手をお願い致します。 

清水庸男さん  今週土曜日はトゥゲザ

ーズ。 皆で盛り上げましょう。 

鈴木康之さん  ゴールデンウィークは

幡野先生にお世話になり、風邪との戦

いで終りました。  

髙村昌秀さん  連休中は毎日子供を

連れて出かけていました。 仕事をして

いる方が楽ですね。 

竹村潤二さん  ①G.W週に 1日おきに

3回ゴルフをしましたが・・・・・・。 

 ②来週の夜間例会は家族でマイケル

ジャクソンのシルクドソレイユを見に行

くので欠席しますが、記念例会の盛会

を祈って・・・・・・。 

瀧本 司さん  明後日のトゥゲザーズ

よろしくお願いいたします。 

山崎良雅さん  ゴールデンウィークに、

シベリヤ鉄道に乗りに行って来ました。

シベリヤ鉄道といっても、ウラジオストッ

クからハバロフスクまでですが、これで

鉄道に乗った国は、33 ヶ国になりまし

た。 

吉岡桂輔さん  ようやく、初夏の陽気

になりました。 本日の能楽の話、楽し

みにしております。 

吉岡俊樹さん  いよいよトゥゲザーズ

ですね。 たのしみです！ ニコニコ。 

 

 

●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 

                永島 忠侈 様  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

●2012～2013年度 第 11回理事会議事録 

                        幹事 髙村昌秀 

 

日     時  2013年 5月 9日（木） 11:00～11:40 

場    所  ザ・キャピトルホテル東急 １Ｆ例会場前 

出席者   

  伊達幹。増田靜一。神通康夫。佐々木光勝。吉岡桂輔。川手直明。 

  渡邊惠一郎。瀧本司。磯野道造。新井秀幸。市川隆。星野勇介。 

  髙村昌秀。 

 

議    題   

１）TOGETHERSの件 

 瀧本実行委員長より報告あり。 

 

２）創立２７周年記念夜間例会の件 

親睦委員会担当の新井秀幸さんより、出席者数によるが、親睦予算 

より３９万ぐらいが必要。  

慣例では周年記念例会の乾杯は上田初代会長にお願いをしているが、 

今回は上田さんが欠席されるので、吉岡エレクトにお願いをした。 

 

３）6月理事会の件 

次回の理事会は新旧合同理事会とし、次年度の決定事項を審議する。 

次年度は、親睦委員長・増強委員長も理事会に参加してもらったら 

どうかとの意見あり。 

 

以上 

 



 
 
 
 
 
 

●山の手伝言板 
 

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

                          4    5月 23日（木）             山の手俳句の会 

                          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） 

                          4    6月                4日（火）             第 112回 親睦ゴルフ会  「鶴舞カントリー倶楽部」 

                          4    6月                6日（木）             卓話 「自然に親しむ－野鳥の姿を追いかけて 20年」  

              日本野鳥の会千葉県副会長 阿久津 斉様（春日さん紹介） 

                          4                                                                                                                                                     理事会（新旧合同） 11：00～ 例会場 

                                                                                                                                                                                                         クラブ協議会        13：45～ 2F「橘の間」 

                          4    6月                9日（日）             親睦ボウリング大会 

                    12：00～ 東京ドーム ボウリングセンター 

                          4    6月      12日（水）             二木会  18：00～ しゃぶ膳「紫波」 

  

●第１２４９回例会予定 [2013年 5月 23日(木)]  

祝賀者  誕生日    町田行功さん                  （28日） 亀井  準さん （29日） 

             ﾊﾟｰﾄﾅｰ誕生日   幡野永由さん                   （26日） 

       結婚記念日   佐々木光勝さん（24日） 佐藤雅巳さん （26日） 

            吉岡桂輔さん                     （29日） 

卓話   「イニシエーションスピーチ」     岩瀬 力 会員 

 

★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  

〒107-0051  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/

