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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１２４９回例会プログラム 
2013年 5月 23日(木) 
 

点鐘・・・・・・・・・・・・・・・         星野会長 

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・・・・・・・・・・・・・             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） 

祝賀者・・・・・・・・・・・・・           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） 

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 

点鐘・・・・・・・・・・・・・・・         「イニシエーションスピーチ」    岩瀬  力会員  

次週予告・・・・・・・・・・・          プログラム委員会 



●第 1248回例会報告 

2013年 5月 16日（木） 

創立 27周年記念夜間例会 

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%） 

ﾊﾟｰﾄﾅｰ出席数  12名 

 

・ビジター 

末松尚武さん（東京目黒 RC） 

古谷誠康さん・千花夫人（東京大崎RC） 

片桐義雄さん（小川 RC） 

 

・ゲスト 
出川次郎さん（TOGETHERS協力） 

高橋悦男さん（句会講師） 

斎藤真佐美さん（手話講師） 

佐藤 孝さん（清水庸男さん紹介） 

アリソン･クウェッセルさん 

      (R平和ﾌｪﾛｰｼｯﾌﾟ学生) 

メディ･ルクリさん(RYLA学生) 

 

 

●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     １，６９０，０００円 

 5/16 例会                                                               １１０，０００円 

累計                   １，８００，０００円 

 

 

親睦委員会   （川合委員長） 

  6/9(日)大ボウリング大会開催いたし

ます。 多勢の方々の参加をお願いいた

します。 賞品多数用意してます。 

 

 

 

●ニコニコＢＯＸ 

本日の合計                                                 １４９，５００円 

    累計               ２，９９３，７７２円 

 

大崎 RC 古谷誠康さん  いつも大変

お世話になっております。 本日は嫁と

おじゃましました。 よろしくお願いいた

します。 

静岡日本平 RC 星野敏夫さん 

 “TOGETHERSの成功を祝して”  

山田容子さん  岩手県立山田高校ボ

ート部へのご援助ありがとうございます。

今後ともよろしくお願いします。 

小川 RC 片桐義雄さん  27周年おめ

でとうございます。 

新井秀幸さん  第 27回創立夜間例会

を祝して。 今夜の出演者、大橋純子さ

んの歌を楽しみにしています。 

伊達 幹さん  TOGETHERS、今年も

すばらしかったです。 傘寿のお祝あり

がとうございます。  感謝感謝です。 

福囿正志さん  久しぶりの夜間例会、

皆様の末永い御幸せを！！  

後藤守機さん  “祝 27周年” 星野・

髙村年度も素晴らしい年度になりまし

たね。 吉岡・瀧本年度もあと 1 ヶ月半

でスタートですね。 皆で大いに楽しみ

ましょう！！  

幡野永由さん  創立 27周年おめでと

うございます。 にぎやかな楽しい会で

あります様、祈ります。 

星野勇介さん  末松さん、古谷さんよ

うこそお越し下さいました。 楽しんで行

って下さい。 

飯塚 孝さん  金婚式と家内の誕生

祝い有難うございます。 私は、山の手

RCの会員として誇りと親しみを人一倍

もっております。 今後ともよろしくお願

いします。 

 



生駒昌太郎さん  創立 27周年記念夜

間例会を祝して。 

磯野道造さん  今日は金婚を祝って

いただきありがとうございます。 

神通康夫さん  本日は山の手ロータリ

ークラブに大橋純子さんをお迎えいた

しております。 素晴しい歌声を楽しみ

にしております。 

川合 孝さん  創立 27周年夜間例会

おめでとうございます。 先日のトゥゲ

ザーズ、皆様おつかれ様でした。  

川手直明さん  創立 27周年夜間例会、

大橋純子さん楽しみです。 星野会長、

後 1 ヶ月ですね。 うらやましい。 

増田靜一さん  創立 27 周年バンザイ。

手話サークルの斎藤先生も出席です。 

森本正昭さん  ①創立記念夜間例会

に高橋先生をお迎えして。 ②トゥゲザ

ーズの大成功。 ③錦織圭氏の 8強入

り（テニス）、以上を祝して。 

西澤忠義さん  トゥゲザーズ、皆様ご

苦労様でした。 

大川丈男さん  5月１１日トゥゲザーズ、

お陰様で無事終えることができました。

参加されたすべての方々、協力戴いた

スタッフの方々、観客の方々、おひとり

おひとりに感謝です。 ありがとうござ

いました。 

沖正一郎さん  27回夜間例会、うれし

いです。 私も初回からですので 27年

になるわけですね。 お陰様で何とか

妻と元気でやってます。 

 

●第二部 創立記念パーティー 
 
 
 
 
 
 

小野佐千夫さん  創立 27周年夜間例

会を祝して。 

佐々木光勝さん  トゥゲザーズ素晴し

かったです。 ありがとうございました。 

清水庸男さん  結婚記念日のお祝あ

りがとうございます。 

鈴木康之さん  27年前のことがつい

この間のような気がします。 オレもま

だまだ若いぞ。 

髙村昌秀さん  先日のトゥゲザーズ、

皆さんありがとうございました。 実行

委員の皆さんおつかれ様でした。 出

川さん、いつもありがとうございます。 

渡邊惠一郎さん  先週、新井さんから

「夜間例会での大橋さんの素晴らしい

声を…」と言われ、楽しみにしていま

す。 

山崎良雅さん  先日の TOGETHERS

を担当した皆様、参加された皆様、お

疲れ様でした。 盛会でしたね。 

横山雅也さん  先ほど、98歳の祖母

に振込め詐欺の電話が入り、渡す気

満々でお金勘定をしているところを発

見、警察に連絡し事なきを得ましたが、

皆さん注意しましょう！！ 

吉岡桂輔さん  親睦旅行を楽しませ

ていただいたうえ、戻し金を本日もらい

ましたので、ニコニコに入れさせていた

だきます。 

 

 

 

 

 

    



 
 
 
 
 
 

●山の手伝言板 
 

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

                          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」 

                          4                                                                                                                                                                                                 山の手 手話サークル 

                          4    6月 13日（木）             卓話 「職業奉仕について」 

                        地区職業奉仕委員長 日野正紀会員  

 

  

●第１２５０回例会予定 [2013年 5月 30日(木)]  

 

祝賀者  誕生日    北原慎庸さん                  （30日） 

             ﾊﾟｰﾄﾅｰ誕生日   佐藤雅巳さん                   （6/3日） 新居英一さん（6/4日） 

卓話   「野球とベースボールの違い」 

                スポーツライター＆キャスター 青島 健太 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  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 

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

