
 

 

 

 

 

 

 

 

会員増強・新クラブ結成推進月間     １６１９回例会 ８月２３日 NO.1609

 

 

国歌 「君が代」 

ロータリーソング 「奉仕の理想」  

米山奨学生 朱 夫誠さん         （合計 ３名） 

■出席報告       （会員 43名内出席免除 ８名） 

会員数 出席者 出席率 6月 28 日修正出席率 

43（37） 14  72.97％ 79.49％ 

WEBでの出席者 ９名 

本日はハイブリット準備臨時例会の為出欠はカウントしませ

ん。 

■会長報告   

 

・本日は今後ハイブリット例会を開くために準備例会の

為に急遽例会を開催することになりましたので、欠席

の方もメークアップの必要はありません。 

8月 2日に ZOOMにて開催しました第２回理事会報告

をします。      

審議事項 

１） 今後の例会・卓話について 

２） ハイブリット例会について  承認 

３） ２０２４－２０２５年度 ガバナー候補者推薦

の件 今年度推薦者なし 

４） 静岡県熱海市への災害支援金寄付の件 

承認入金済み 

５） 米山奨学生 朱夫誠さん 奨学期間延長の

件 保留 

６） 黒田さんへの休業補償の件    承認 

協議事項 

７） コンサート例会について  ２０２２年４月１５

日（金）を予定しております。 

■幹事報告  ＲＩ関係   

・ハイライト米山が届いております。掲示板をご覧くださ

い。 

・2021 年８月のロータリーレートは、 １ドル＝110 円と

本部より連絡がありました。 

他クラブ関係  

・他クラブの例会変更は掲示板をご覧下さい。 

・北分区合同事業「水辺の美化プロジェクト」参加案内

が届いております。実施日：９月１２日（日）１０時集合 

荒川沿いを中心に清掃活動参加ご希望の方は事務局

までお知らせください。詳しくは掲示板をご覧ください。 

・IMのご案内が届いております。メールボックスに入れ

てあります。 

上野クラブ関係    

・皆出席アテンダントバッチ贈呈を行います。３７年 阿

部会員 ３０年 捧 会員 ２６年 木村会員 ２３年 加

藤会員  １９年 園部会員・大野会員 １６年 山下会

員 １３年 向井会員・渡邉会員１２年 塚田会員 １０

年 冨坂伸吾会員 ８年 永井会員・長岡会員 ６年 

瀬古会員・鈴川会員 ４年 佐谷会員 ３年 宮本会

員・新保会員 １年 三輪会員・上野会員  

代表で三輪会員一言お願い致します。 
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・石垣 RCより６０周年の記念誌が届いております。参

加した方はお持ちください。 

三輪会員より一言 

 

皆出席のバッチをありがとうございます。一年半前に入

会して、コロナ禍で例会が少ない中で ZOOM として開

催するのも大変だと思いますが、これからもよろしくお

願いします。 

 

 

 

誕生日30秒スピーチ  冨坂伸吾会員 

 
８月20日で５４才になりました。初のハイブリット例会で

のスピーチ大変光栄に思っています。これからも頑張

りますのでよろしくお願い致します。 

■ＳＡＡ報告 ニコニコBOX 

山本会員 本日は東京上野 RC初のハイブリッド例会

です。一日も早くコロナの状況が改善し、

通常の例会が開催出来ますように。 

中澤会員 東京オリンピックも閉幕し、先週末江の島

から戻ってきました。東京上野ロータリーク

ラブから園部さんがプロトコルボートを提

供して頂き、園部さん、大野さんがクルーと

して海外からお越しの VIP対応をして頂き

ました。有難うございました。９月からはロ

ータリー活動に精進致しますので皆さんよ

ろしくお願いします。 

大瀧会員 先日は当店のご利用ありがとうございまし

た。7月 28日の誕生日を自祝して。７９才

になりました。 

塚田会員 冨坂さん、中村さん 8/18・19お手柔らかに

お願いします。 

☆本日は東京上野 RC初のハイブリット例会です。一

日も早くコロナの状況が改善し、通常の例

会が開催出来ますように。 

佐谷会員・山下会員・尾中会員・木村会員・渡邉会員・

長岡会員・冨坂伸吾会員・永井会員・三輪会員・新保

会員 

 （本日の合計金額    70,000 円） 

（本日までの累計 182,000円） 

■第３回クラブ協議会・第 1回クラブフォーラム 

山本会長方針 

『地域への奉仕を通じてイメージ向上を』 

伝統ある東京上野ロータリークラブの会長を務めさ

せていただくこととなりました。大役を仰せつかり、まさ

に身の引き締まる思いでございます。会員の皆様のご

指導ご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

2021-2022国際ロータリー会長 シェカー ル ・ メー

タ 氏のテーマは『奉仕しよう みんなの人生を豊かに

するために』です。 

（原語：Serve to Change Lives） 

2580地区若林英博ガバナーの目標は「世界で日本

で地域で良いことをしよう」で、次の 5項目を掲げてお

ります。 

1.新型コロナウイルスで困っている人々を支援しよう 

2.ポリオ根絶に向けて頑張ろう 

3.元気なクラブになろう 

4.会員増強・クラブ拡大をする覚悟をもとう 

5.ロータリーの公共イメージをアップさせよう 

以上です。 

私なりに要約しますと、クラブとしてまず地域に奉仕

し、結果としてそれがイメージの向上へとつながり、会

員増強・クラブ拡大への道を開き、クラブを活性化し、

更に奉仕活動を充実させ、そのことがイメージの向上、

会員増強へという好循環を生んでいくのではないか。 

これがシェカー ル ・ メータ RI会長・若林英博ガバナ

ーの目指すところではないでしょうか。 

 

８月 １８日 中島会員 １９日 中村会員 

      ２０日 冨坂伸吾会員 

３０日 冨坂和弥会員 

８月・9月  該当者なし 

 



勿論地域に留まらず日本へそして世界へと広い視

野も忘れてはならないと思います。こうした両氏のテー

マ・目標を踏まえて、私のテーマを『地域への奉仕を通

じてイメージ向上を』といたします。 

奏楽堂コンサートをはじめ多くの奉仕活動、活性化

のための試みそしてそれらの活動を支える活力を生み

出す親睦活動などなどに加え、地域に根差したなにか

を実現したいと考えております。 

これらの目標を達成していくには何よりも東京上野

ロータリークラブ会員の皆さんとご家族の協力と参加

が不可欠です。その意味からもクラブの親睦が重要で

す。コロナに負けず楽しく、楽しいクラブライフを送りた

いと考えております。重ねてご意見ご協力よろしくお願

いします。 

長岡クラブ奉仕委員長 

クラブ奉仕は、ロータリークラブ五大奉仕の第一部

門といわれ，手続要覧にも「本クラブの機能を充実させ

る為に、クラブ内で会員が取るべき行動に関わるもの

である」と記されてます。 

当クラブでは、クラブ運営、クラブ親睦、会員増強、

職業分類、ロータリー情報の各委員会で構成されてい

ます。 

山本会長の「地域への奉仕を通じてイメージ向上を」

という方針を実践する為には、各委員長としっかりコミ

ュニケーションを取り、充実した委員会運営ができる様

に協力していきます。 

そして、地域への奉仕活動がイメージ向上に繋が

り、会員拡大・クラブ活性化という良い循環になるよう

努力いたします。 

一カ月前に仲間と話す機会があり、その方は宮崎の方

でしたが、ロータリークラブの入会を勧めたところロータ

リークラブに良いイメージを持っていませんでした。な

ぜかというと駐車場の身障者用の場所に健常者である

ロータリークラブの会員が車を止めていたそうです。良

いことはなかなか伝わらずに悪いことはすぐに伝わる

ので私たちはロータリアンとしてのモラルを持って普段

の行動をしましょう。 

園部クラブ運営委員長（代読長岡委員長） 

１．例会プログラムについて 

上半期のプログラムについて、クラブ協議会とフォーラ

ムやクラブ行事以外の卓話プログラムは、11月 8日

の卓話⑦までほぼ外部講師による卓話で決まってい

ます。 

8/23 清水久嗣スポーツアナウンサー 

8/30 南美希子元テレビ朝日アナウンサー 

9/6 神野美伽 演歌歌手 

9/13 松尾明弘会員 

9/27 米山奨学生 出品作品紹介 朱 夫誠

（東京藝術大学美術学部絵画版画科） 

10/18 オープン例会 山本浩 元 NHKアナウンサ

ー、法政大学スポーツ健康学部 教授 

11/8 千葉まい 「お玉ヶ池と千葉道場」 

卓話については会員名簿順に各会員に卓話協力をお

願いする。会員卓話にするか卓話者を紹介いただくか

でクラブ運営に協力していただく。 

その他下記のような対外活動についても関係委員会

から報告できる時間をとる。 

・地区委員による卓話、姉妹・友好クラブ交流、コンサ

ート企画についてなど 

２．会報について                                                           

週報作成にあたり、例会での各種報告、誕生日スピー

チ、卓話情報、地区会合の情報など事務局と協力して

掲載するように努める。 

３．ホームページについて 

例会予定やお知らせなど更新作業を委員会メンバーで

行えるようにマニュアル化する。 

地区公共イメージ向上委員会からの情報を吸い上げ、

クラブホームページを統一感のあるイメージにページを

近づける。 

４．出席について 

出席状況を会報に掲載する。欠席が続いている会員 

へ親睦行事への参加を促すなどのフォローができるよ 

うにする。 

冨坂伸吾会員増強・選考委員長 

１０月１８日にオープン例会があります。これは大きな 

チャンスと捉えて開催したいと思います。 

1、会員増強基本方針 

クラブの基本基盤を築くには、入会候補者を探し出

すと同時に現会員を維持する必要があります。新会員

が入会する事で新鮮なアイデアや新しいエネルギーが

もたらされます。一方現会員はクラブの意義ある活動

を続けて行く為に欠かせない存在です。地域社会に奉

仕し、ロータリー活動をする為にはクラブ会員基盤の充



実度と規模とに直接関係してきます。次代を担うリーダ

ーをターゲットに全会員で積極的に会員増強を推進し

て行きたいと思います。 

2、会員増強の方策 

 ①ロータリアンになることへの誇りと具体的メリットを

明示する 

 ②例会や行事を通じて会長・幹事が常に会員増強を

掲げ雰囲気を醸成する 

 ③地域社会で活躍する次代のリーダーをターゲットに

する 

 ④職業分類の未充填の業種をターゲットに全会員が

活動する 

 ⑤数人のチームで入会候補者を探し訪問して入会を

促す 

 ⑥入会候補者を例会ゲストとして気軽に招き親近感

を高める 

3、会員選考委員会基本方針 

 会員の選考にあたっては、クラブで選考基準を十分 

に検討整備することが前提条件 

です。会員数も大事ですが内容の充実も極めて重要で 

す。ただ数が増えればよいというものではありません。 

そこで、会員選考委員会としては、推薦された入会予 

定者がロータリアンとして適格者か否かを判断し、職業 

分類委員会、会員増強委員会、及び推薦者と連携し、 

公正かつ迅速に選考を行い理事会に報告します。 

瀬古クラブ親睦委員長 

当委員会は、今年度山本会長の基本方針『地域への

奉仕を通じてイメージ向上を』、そして新型コロナウイ

ルスとの共存、双方のバランスを踏まえた親睦のあり

方を模索しながら、クラブの親睦活動に全力を注いで

まいります。主な事業としては、下記のとおりです。 

 会員の誕生日、結婚記念日にお祝いの贈呈 

１． クラブ親睦委員会として新型コロナウイルスとの

共存へ向け、検討会開催 

２． ＳＡＡとの連携強化 

３． 他の委員会事業の積極的な応援 

４． ビジターの受け入れに向けた準備 

５． 親睦旅行・美食会・クリスマス忘年家族会の開催

に向けた準備 

６． 新入会員歓迎会の開催に向けた準備 

７． 三クラブ合同例会・本郷クラブとの合同例会の開

催に向けた準備 

８． 奏楽堂コンサート後の懇親会開催向けた準備 

永井職業奉仕委員長 

 職業奉仕委員会は、ロータリークラブの活動の根幹

を成す「職業を通じて社会に奉仕する」という理念を学

び、職場や社会において実践出来るようにすることを

目指して活動いたします。 

 今年度の会長方針であります「地域への奉仕を通じ

てイメージ向上を」を念頭において、次のような活動を

実施致します。 

 会員の皆様のご理解とご協力をよろしくお願い申し上

げます。 

地域社会への職業を通じての奉仕の理解と実践のた

めに、下記の活動により、 

会員の皆様が職業奉仕について、学ぶ機会を作りた

いと思います。 

職業奉仕クラブフォーラムを通じて職業奉仕の理解を

深める。 

ロータリー情報委員会が実施する研修会に協力し、職

業奉仕について学ぶ機会を増やす。 

中島社会奉仕委員長 

未だ収まらぬ新型コロナウィルス感染症の脅威が社

会全体に大きな混乱を与えています。昨年に引き続き

この問題が地域に与える影響を鑑み、今年度の会長

方針である『地域への奉仕を通じてイメージ向上を』の

下に、奏楽堂コンサートの開催協力、上野ローターアク

トへの支援を行い、各委員会と連携を取りながら奉仕

活動を行っていきたいと考えています。 

鈴川公共イメージ向上委員長 

ロータリークラブの「公共イメージ向上活動」は 2018

年に地区の優先的目標となり、2019年には地区重点

項目となりました。そして 2020年には地区の活動方針

は 1.会員増強 2.公共イメージ向上 3.ロータリーデー

の開催となり、3つの連携した重要な活動へと進化して

まいりました。 

本年 2021-2022年度、若林英博ガバナーの目標は

「世界で、日本で、地域で、良いことをしよう」です。その

中で「会員増強・クラブ拡大 」と「ロータリーの公共イメ

ージをアップさせよう」が重点目標に挙げられていま

す。すなわちこの様な課題が年々益々重要になって来

ていると考えられます。当クラブでも 2019-2020年度

から公共イメージ向上委員会が設置され、社会奉仕委



員会をはじめ他の委員会と連携を取った広報活動をし

て参りました。 

本年度は山本会長の会長方針である「地域への奉仕

を通じてイメージ向上を」をテーマに社会奉仕活動を活

発に行い、それがイメージ向上へ繋がり、結果として会

員増強やクラブ拡大へと好循環を生んでいくスパイラ

ルな活動をして行きたいと思います。 

主な活動は 

1. クラブとしての公共イメージの目標を設定し計画を

立て実行、達成する。 

2. クラブの会員や地域社会の人々にクラブの活動や

プロジェクトを知ってもらう。 

3.ブランドソースセンターの資料を活用して公共イメー

ジを向上させる。 

4.クラブのコミュニケーションがロータリーの「ボイス」と

ビジュアルアイデンティティのガイドに沿ったものに

なるようにする。 

5.ソーシャルメディアを活用してロータリーと上野ロータ

リークラブに対する認識を地域社会はじめ世界に発

信する。 

6.現在のプロジェクトや活動の質をより高め、メディア

の関心を引き付けるものにする。 

7.地区の公共イメージ向上委員会の活動に積極的にク

ラブとして参加してロータリー全体のイメージ向上に

協力する。 

大野国際奉仕委員長（代読長岡委員長） 

山本会長方針「地域への奉仕を通じてイメージ向上を」

を要約すると、ロータリーのイメージ向上は、クラブの

活発化を図る手段でもあり地域社会に目を向けて活動

することで、奉仕を理解につながり、活発化を図ること

ができるという事と解釈します。 

海外に目を向けるということは楽しいことです。グロー

バルな思考が養われます。 

「活動」 

１、 姉妹・友好クラブ交流委員会と協力の下、台北

龍山 RC、韓国興仁 RCの姉妹クラブの交流を活

発化させる。 

２、 現在進行中のインドの奉仕活動案件を継続させ

る。 

３、 当クラブの新しい国際奉仕案件の企画を模索す

る。 

４、 国際奉仕の理解を深める活動を企画する。 

新保青少年奉仕・RAC委員長 

 

各ロータリアンの責務は､ 青少年の多様なニー ズ

を認識しつつ､ よりよき未来を確実なものとするために

青少年の生活力を高めることによって､ 青少年に将来

への準備をさせることです｡ そして多くの青少年が､ 

将来リーダーとなるために必要なスキルを身につけよ

うとロータリークラブの活動に参加しています。 

 当クラブにおいては、上野ローターアクトクラブのメン

バーが、地域のリーダーやロータリアンなどと積極的に

関わり、意欲的にボランティア活動を行っています。ま

た、仲間との奉仕活動を通じて、協調と協力の精神を

学び、夢や希望を明確にしていく事は、将来、地域社

会においてリーダーシップを発揮する礎になっていきま

す。会長方針である「地域への奉仕を通じてイメージ向

上を」のもと、青少年奉仕について各会員の理解を深

め、青少年奉仕活動を行って参ります。 

１. 青少年ならびにローターアクトクラブのメンバーが

下谷神社祭礼、奏楽堂コンサートを始め、様々な

活動に積極的に参加できるよう各委員会と連携を

図り、そのパイプ役となる。 

２. 当クラブの会員がローターアクトクラブ例会へ積極

的に参加できるようにする。 

３. ローターアクトクラブの奉仕活動への協力 

４. 当クラブ会員一人一人の青少年奉仕への意識を

高め、青少年奉仕活動、RYLA 等の各事業への積

極的な参加を行う。 

５. 青少年交換事業で留学生受け入れへの協力・支

援を行う。 

園部職業分類委員長（長岡委員長代読） 

１）委員会で職業分類の調査を行い、会員増強委員会

と共に充填未充填の職業、特に退会により抜けた職業

分類を再確認する。 

２）新会員の入会前手続きにおいては職業分類規定に

従い、クラブより貸与する職業分類を理事会に提案す

る。 

３）現会員から所属する企業・団体及び専門職務の事

業活動の環境変化により職業分類の変更などの相談・



要望があった場合、理事会と協議して職業分類表の見

直しを行う。 

山下 R情報委員長  

     
ロータリーに関する知識や最新の情報を提供し、全会

員がロータリアンとしての意識の向上に努められる様

にサポートを行います。 

今年度の活動 

① 家庭集会 

テーマに基づき家庭集会を 3回程度開催します。 

② 新入会員勉強会 

新入会員入会時、速やかに関係委員会と協力し勉

強会を開催します。 

入会３年未満の新会員及び全会員により一層ロー

タリーを理解して頂けるように参加を促します。 

③ 地区委員活動報告 

地区委員に担当委員会の活動報告をお願いします。 

卓話紹介者 尾中会員より 

卓話者をお願いする時に、あまり出席人数の少ない例

会では失礼になりますので、なるべく卓話のある時は

血が通った例会に出来るだけ出席をお願い致します。 

ＷＥＢでの参加者 

 

 

 

 

「中国高校生日本語作文コンクール 2021」の

WEB表彰式とグループワークの写真と報告 

7月 30日（金）11時～20時 

 

 

オンライン表彰式開催、向井前会長、佐谷幹事、園部

前国際奉仕委員長が参加。 

今年も中国各地の高校生から数百の日本語作文の応

募があり、50名の一等賞受賞者の表彰式が開催され

ました。ロータリークラブから 10名に表彰状を授与しま

した。表彰式とグループワークによるテーマ毎の動画

ビデオ発表を視聴した後、さらに 19名の優秀学生を選

ぶ審査を行いました。選ばれた学生は日本の研修旅

行に招待される予定です。 

 本日の卓話 ８月２３日（月） 

「オリンピックと新しいスポーツ」 

スポーツアナウンサー清水久嗣氏 

（紹介者 尾中哲夫会員） 

次回の卓話 ８月３０日（月） 

「スピーチ上手になるために」 

元テレビ朝日アナウンサー・コメンティター 

南 美希子氏 

（紹介者 尾中哲夫会員） 

東京上野ローターアクトクラブ８月第二例会 

『世界の仕事を覗いてみよう！第一弾～南米チリ

共和国』のご案内 

■日時：2021年8月26日（木）20:00～21：00 

    登録開始（zoom開始）19:50～  


