
 

 

 

 

 

 

 

 

会員増強・新クラブ結成推進月間     １６１８回例会 ８月１６日 NO.1608

 

 

国歌 「君が代」 

ロータリーソング 「奉仕の理想」  

RAC 会長 青木允輝さん・前会長 鄭暁麗さん 

米山奨学生 朱 夫誠さん         （合計 ３名） 

ハンマータッチ  山本新会長 向井前会長 

 

■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 21 日修正出席率 

43（37） 27  72.97％ 71.79％ 

山下副会長 ジンジャーエールでの乾杯のご発声 

 
■会長報告   

向井前会長に記念品贈呈 

 

渡邉前幹事に記念品贈呈 

 

東京上野 RAC前期活動費  青木允輝会長 

 

第１回理事会報告       

―審議事項― 

・出席義務規定免除について、８名の会員の免除が承

認されました。野口、捧、大瀧、藤本、髙野、今村、水

門、関岡 各会員 

・メーキャップのビジター費用の値上げについて承認さ

れました。カレーとハヤシ  2500⇒3000円 

それ以外通常料理 4000⇒4500円 

―報告事項― 

鈴川会員より、フェースシールド、上野クラブの名入り

封筒がクラブに寄付されました。 

■幹事報告  ＲＩ関係   

・地区より委嘱状が届いております。地区ロータリー平

和フェロー委員会 中島会員、地区ローターアクト委員

会 永井会員、地区公共イメージ向上委員会 鈴川会

員に委嘱状をお渡しします。 

Rotary Club of Tokyo Ueno weekly Report 

東京上野ロータリークラブ 

 

夫夫 

 

2021～2022 年度会長方針『地域への奉仕を通じてイメージ向上を』 

事務局 〒110-0008 台東区池之端ヴァッソンシノバズ 704号 道給万紀子 

 

例会  毎週月曜日 12：30  上野精養軒    TEL03-3821-2181   第 5週 夜間例会 

 

 
TEL03-5814-2491 FAX03-5814-2490 e-mail office@tokyo-ueno-rc.com 

会長/山本晴彦、幹事/佐谷剛、SAA/冨坂伸吾、クラブ運営委員長/園部経夫 

 

前回の例会報告７月５日 第 1617回例会 

 



 

 

 

・「ロータリー希望の風奨学金 10 年のあゆみ」が届い

ております。 

・7月のロータリーレートは、１ドル＝111円です。 

・コーディネーターニュースが届いております。 

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。 

また、メークアップを受け付けていないクラブが多数あ

りますのでご確認の上お出かけください。 

・東京ロータリークラブより 100年史が届いておりま

す。 

委員会関係    

瀬古クラブ親睦委員長 

 
・クラブ親睦委員会より７月２６日（月）に２０２１-２２年

度会長幹事を励ます会を予定しております。浅草ビュ

ーホテルにて 18時～ 

青少年奉仕 RAC委員会：新保委員長 

 

７月３日（土）10：30より 下谷神社にて RAC初例会開

催 青木新会長より「青木の野望」という一年間の壮大

な展望を聞きました。上野ロータリーから、佐谷幹事、

渡邉会員、新保会員の３名が出席しました。 

今年度も多くの会員に RAC委員会に出席して頂くよう

お願いします。 

＜前年度＞国際奉仕委員会：前年度園部委員長 

 
ロータリー財団寄付について、全会員より毎年、特別

会費から 230米ドルをロータリー財団年次寄付、ポリ

オ、恒久基金、平和フェローなどに分散して寄付してい

ます。それぞれ個人名で行っているので、財団より報

告が来ていると思います。クラブとして「エブリーロータ

リアン、エブリーイヤー」、「100％ロータリー財団寄付」

という２つの認証を今年も頂きました。 

地区公共イメージ向上委員会 鈴川委員 

 

７月８日（木）Zoomで第３回委員会が開催されました。

内容は下記の通りです。 

＜イベント＞ 

・聖火リレーのサポートをする、当クラブからは参加者

なし 

・7月 18日 献血ロータリーデー推進（東京上野クラブ

は北分区として参加） 



・9月 12日 ロータリーデー海外美化プロジェクトを実

施予定 

・10月 24日 世界ポリオデー、地区での企画、トレイ

ンジャックイベント開催予定 

＜ウェブサイト＞ 

6月 16日リニューアルされました。変更点は： 

・全 70 クラブのトップページ一覧を掲載 

・ユーチューブチャンネルを開設。サイトにリンクあり。 

フェイスブックと併せて情報発信をしているのでご覧く

ださい。 

 

 

 

誕生日30秒スピーチ  宮本会員 

 
７月３日で５３歳になりました。そろそろ海外からの旅行

の問合せが入り始めました。自由に旅行ができるよう

になりましたら、仕事が忙しくなる前に、２～３か月休み

を頂きたいと思っておりますので、ご迷惑をおかけしま

すがご理解のほど宜しくお願い致します。 

最近「オンライン美術館」を始めました。ホームページ

上で世界の名画が見られる他、コロナで打撃を受けた

アーティストたちに作品発表の場を提供するサイトで

す。周囲に個展を開催したい方がいらっしゃれば、ぜひ

ご紹介ください。 

■ＳＡＡ報告 ニコニコBOX 

山本会員 初例会です。これから一年会長としてがん

ばってまいります。宜しくお願いします。 

佐谷会員 今年度幹事として全力で頑張ります。一年

間どうぞよろしくお願い致します。 

☆山本会長、佐谷幹事 コロナに負けず、一年間頑張 

って下さい。 

木村会員・捧会員・大野会員・阿部会員・塚田会員・渡

邉会員・長岡会員・中島会員・永井会員・瀬古会員・三

輪会員・中村会員・日置会員・冨坂和弥会員 

向井会員 山下会員 都議選お疲れ様です。つくづく

選挙は怖いと思います。＋☆ 

山下会員 向井直前会長 渡邉直前幹事一年間と疲

れ様でした。＋☆ 

大瀧会員 会長、幹事 楽しみましょう。 

園部会員 クラブ運営委員会にもご協力宜しくお願いし

ます。＋☆ 

冨坂伸吾会員 結婚祝いを自祝して。＋☆ 

宮本会員 誕生日のお花とメロンをありがとうございま

した。＋☆ 

新保会員 入会丸 3年たちました。これからもよろしく

お願いします。＋☆ 

 （本日の合計金額     112,000 円） 

（本日までの累計 112,000円） 

■第２回クラブ協議会 

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。 

 

７月  ２日 岩渕会員 ３日 宮本会員 

    ５日 髙野会員 １７日 新保会員 

   ２６日 野口会員 ２８日 大瀧会員 

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 

7月 ２日 関岡会員   ６日冨坂伸吾会員 

 



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。 

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。 

向井直前会長挨拶 

前年度は大変お世話になりました。山本会長にはこれ

から一年間頑張っていただきたいと思います。このとこ

ろ長雨で今日も雨模様ですが、私の気持ちは晴れや

かです。これから一会員として山本年度を支えていき

たいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

塚田パスト会長歓送迎の言葉 

 

最初に、向井前会長、渡邊前幹事様 1年間お疲れ様

でした。コロナ禍で思い通りの活動ができず、御苦労も

多かったように思われますが、本日の晴れ晴れとした

御顔を拝見していますと「事を成し終えた達成感」が見

ている私達に伝わり爽快感をも感じ得ました。 

山本会長様、佐谷幹事様「東京上野 RC創立 38年度

会長幹事御就任」おめでとうございます。 

「地域への奉仕を通じてイメージ向上を」会長方針のも

と 1年間、会長の温和な御人柄でリーダーシップを発

揮して頂き伝統ある東京上野 RCに新たなる 

1ページを開いて頂きたいと思います。 

山本会長、佐谷幹事様の 1年間の活躍を大いに期待

しています。 

新年度理事・役員写真撮影 

 

佐谷幹事挨拶 

 

２０２１－２０２２年度の幹事を務めさせて頂くことに

なりました。皆さんの厳しいご指導ご鞭撻を頂きなが

ら、自分自身の成長とともに、この上野クラブが繁栄す

るように努力して参ります。何かあれば気軽に声をか

けてもらえるような幹事になりたいと思います。 

 次回の卓話 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） 

本日の例会 ８月１６日（月） 

第３回クラブ協議会・第 1回クラブ協議会 

皆出席者バッチ贈呈 

２５８０地区委員会行事予定 

８月２０日（金）職業奉仕の実践その①１５：００

～１６：３０ ZOOM 

 


