
 

 

 

 

 

 

 

 

地域社会の経済発展月間・米山月間    １６２４回例会 １０月１１日 NO.1613 

 

 

ロータリーソング 「それでこそロータリー」  

クラブソング「めぐる友愛 秋」 

米山奨学生 朱 夫誠さん         （合計 １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 9 月 6 日修正出席率 

43（39） 23（6）  74.36％ 81.58％ 

WEBでの出席者 6名  出席者の( )は WEB参加数 

例会出席者    23 名 

■会長報告   

・緊急事態宣言中はハイブリッド例会を継続していま

す。ご協力ありがとうございます。今月でこの制限も解

除になる予定ですが、しばらくは、このような形で続け

させていただきますので、よろしくお願いします。 

■幹事報告  ＲＩ関係   

・10月 24日「世界ポリオデー」のトレインジャックプロ

ジェクトはコロナ禍の為に会員各位のご参加を募ること

はせずに、地区役員有志が代表して撮影したものを

10月 25日実施のポリオ根絶ワークシップ内にてご紹

介を予定しております。 

・国際ロータリー第 2580地区ポロシャツ長袖のご注文

を承っております。希望の方は事務局までお知らせくだ

さい。 

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。 

上野クラブ関係 

・次週１０月４日（月）は北分区親睦ゴルフ予選会が開

催されます。精養軒での例会は 8月 16日に開催した

例会に振替となりましたので、休会となります。 

・１０月５日（火）は北分区 IMですが、コロナ禍の為に

1 クラブ４名の出席となり、当クラブからは山本会長・山

下副会長・冨坂伸吾会員増強委員長と幹事の私が参

加致します。皆様は YouTubeでの参加をお願い致しま

す。 

・先日皆様よりお預かりした災害支援金は合計で４５，

２６０円でした。熱海・佐賀・長崎・広島の豪雨災害支援

金として差額をニコニコより追加して各５０，０００円ず

つ寄付を致しました。ご協力ありがとうございました。 

委員会報告  

・クラブ親睦委員会 瀬古委員長 

 

会長・幹事を励ます会について、今年度はまだ開催で

きていないので、行動制限が緩和されれば、10月中の

開催で企画し、10月 11日の例会で出欠をとります。 

・ゴルフ同好会 冨坂伸吾幹事 

 

１０月４日（月）は北分区親睦ゴルフ予選会が開催され

ます。当クラブからは 10名参加します。予選会当日は

上野ロータリークラブのポロシャツ及びエンブレム着用

でお願いします。 

・地区公共イメージ向上委委員会 鈴川委員 
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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   
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前回の例会報告９月２７日 第 1623回例会 

 



9月 17日の地区公共イメージ向上委員会の報告をい

たします。 

①新宿シティハーフマラソン（2022年 1月 16日）の応

援イベントは中止となりました。 

②2022年 2月のワークショップは、地区公共イメージ

向上委員会＋クラブ運営支援委員会＋デジタル化推

進委員会が主管で行われます。 

③献血ローターリーデーについて 

東分区では城東クラブにより 10月 30日（土）錦糸町

駅前で実施予定。 

沖縄分区では、那覇クラブが実施済み。那覇東クラブ

は 12月に新都心で実施予定。那覇西クラブは 10月

13日（水）にハーバービューホテルにて実施予定。コ

ザ、石垣、宮古島、名護クラブも実施予定。 

中央分区は、練馬中央クラブがエントリー。 

北分区は今のところ予定なし。 

④世界ポリオデーについては、自粛となり SNSで「い

いね」をクリックして参加をお願いします。 

■ＳＡＡ報告 ニコニコBOX 

塚田会員 朱さん卓話期待しています。 

中村会員 上野のゴッホ展を祝して。及び私の同好会

コンペ入賞を自祝して。 

髙野会員 １０月 1日迄後わずかです。期待しておりま

す。 

木村会員 外出するのが楽しみです。 

 （本日の合計金額    50,000円） 

（本日までの累計 443,000円） 

■卓話「イメージ現象の認識について」 

(写真から水性木版画へのトランスメディエーショ

ン)            米山奨学生 朱 夫誠さん 

 

イメージは 

１， イメージネーション 

２， 人の脳で見た景色と違い 

３， 光の残像 

 

 

 
写真の影響 

距離感の消え 

空間の変化 

不鮮明の応用 
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１０月   ７日 水門会員  ２１日 山本会員 

      ２２日 永井会員 

１１月  ２３日 マンリオ・カデロ名誉会員 

 

１０月  ２日 永井会員  １０日 鈴川会員 

     １３日 佐谷会員  １９日 渡邉会員 

     ２１日 山本会員  ２４日 押見会員 

１１月  ２日 瀬古会員   ３日 園部会員 

      ６日 塚田会員  １１日 大瀧会員 

     １５日 加藤会員  １７日 三輪会員 

     ２１日 尾中会員  ２８日 野口会員 



 

 

 

 

 
 

 

 

 
朱 夫誠さん作品

 

 

 



 

 

 

WEB参加者 

 

東京上野ローターアクトクラブ１０月第一例会 

〜芸術の秋 シリーズ〜「バレエの世界 - 衣裳編 - 」 

第一弾となる本例会では東京バレエ団に所属するアルバ

レス会員と、15 年間のバレエ経験を持つ北條会員による

バレエの衣裳に焦点を当てた卓話例会を開催いたします。

コスチュームやシューズ、舞台上で使用する小道具を実際

にご覧いただきながら、バレエへの理解を深めていただけ

る機会になるかと存じます。 

日時：2021 年10 月23 日(土) 10:00〜11:30 

会場：下谷神社(東京都台東区東上野 3-29-8) 

および Zoom による中継 

※オンライン参加をご希望の方には前日までに参加用の 

URL をお送りいたします。 

登録料：【現地参加の方】 RC:500 円 /RAC・ビジター:無

料【オンライン参加】 無料 

 

２５８０地区委員会行事予定 

10月 11日（月）ＲLI第 2回 DL資格習得セミナー 

9：30～16：40 東武レバント東京  

10月 23日（土）米山学友会総会 14：30～ ZOOM 

10月 25日（月） ポリオ根絶活動に関するワークシ

ップ  ロータリー財団と国際奉仕 東武レバント東

京 

次回の卓話 １０月１８日（月） 

「昭和のよもやま話」 

尾中哲夫会員 

（紹介者 園部 経夫会員） 

本日の例会 １０月１１日（月） 

「第 4 回クラブ協議会」 

１１月１日（月）ガバナー公式訪問に向けて 

 

東京上野ローターアクトクラブ11月第一例会 

「バレエ鑑賞例会」のご案内 

本例会は当クラブの会員であるブラウリオ・アルバレ

スが所属している東京バレエ団の公演を鑑賞いたし

ます。鑑賞の演目は、世界初演『かぐや姫』、『中国

の不思議な役人』、『ドリーム・タイム』の三部構成で

す。アルバレス会員は『中国の不思議な役人』のジ

ークフリート役にて出演予定です。 

会場は1961年の開館以来、半世紀以上にわたり、日

本を代表する“音楽の殿堂”としての歴史を持つ東京

文化会館です。東京上野ローターアクトクラブの活動

エリアにて、芸術の秋のひとときを皆様と過ごすこと

ができれば幸いです。ご参加を心よりお待ちしており

ます。 

記 

日時：2021年11月6日(土) 14：00公演 (上演時間 約

2時間15分) 

会場：東京文化会館 

登録料(チケット代)：S席 \13,000 

事前振込。振込先は登録後お伝えいたします。 

同伴者1名様までチケットをお申し込みいただけま

す。登録締切：10月23日（土） 

登録方法：東京上野RAC幹事 奥島菜穂

（tokyo.uenorac2580@gmail.com） 

上記連絡先へ、所属クラブ、お名前、フリガナ、希望

枚数をご連絡ください。 


