
 

 

 

 

 

 

 

 

ロータリー財団月間           １６２９回例会 １１月１５日 NO.1619 

 

 

ロータリーソング 「我らの生業」 

クラブソング 「めぐる友愛 冬」 

地区外来訪者 銀座新 １ 

米山奨学生 朱 夫誠さん         （合計 ２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 10月 18 日修正出席率 

43（38） 26（1）  71.05％ 74.36％ 

WEBでの出席者 1名  出席者の( )は WEB参加数 

例会出席者    26名 

ソングリーダー 江口会員 

 

■会長報告   

先週のガバナー公式訪問が皆様のご協力のおかげで

無事終わることができました。ご協力ありがとうござい

ました。 

第 5回理事会報告 

審議事項 

・２０２２－２０２３年度 ロータリー財団部門 ロータリ

ー平和フェローシップ委員会 委員推薦の件、中島会

員にお受けいただくことで承認されました。 

・２０２２－２０２３年度 理事・役員公示の件、２０２2－

２０２3年度理事役員候補者の件は、当クラブ指名委

員会は細則第 1条第１節に従って、会員 冨坂伸吾君

を 2023-2024年度東京上野ロータリークラブ会長候補

者に指名いたしました。１１月８日の第５回理事会にお

きまして会長推薦者の公示を承認致しましたので、ここ

に公表いたします。１１月末日までに対抗候補者の立

候補が無い限り、指名委員会の指名通りに確定するこ

ととなります。又、１１月８日の第５回理事会におきまし

て 2022―23年度理事役員推薦者の公示を承認致し

ました。 

候補者のお名前は下記のとおりです。 

2022‐2023年会長、長岡会員 2023‐2024年度会長ノミ

ニー（クラブ奉仕委員長）候補 冨坂伸吾会員・2022-

2023年度 副会長候補 大野会員・幹事候補中澤会

員・会計候補 佐谷会員・会計監査候補 山本会員・理

事候補 永井会員、園部会員、山下会員、鈴川会員、

塚田会員、中島会員 以上１２名の理事会構成になり

ます。１１月末日までに立候補者の申し出が無い限り、

指名委員会の指名通りに確定することとなります。 

・２０２０－２０２１年度 決算報告は承認されました。 

・２０２１年１２月５日（日） 社会奉仕事業の件、上野警

察の交通安全自転車シミュレーターで子供たちが交通

ルールを学ぶイベントを行う事が承認され、費用の詳

細については後日持ち回り理事会にて審議します。 

・大瀧会員 退会の件、保留し慰留に努めたいと思い

ます。 

協議事項 

・クリスマス忘年家族会の件、円卓 4人がけ。参加者１

／３以上の人のワクチン接種済み証を精養軒に提示

することなどの制約ありで行われます。 

報告・連絡事項 

・東京上野ローターアクトクラブの青木会長の地区代

表に立候補する件は、本人辞退するということで了解

しました 
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■幹事報告  ＲＩ関係   

・2021年 11月のロータリーレートは、 １ドル＝114円

となります。 

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。 

上野クラブ関係  ・特になし 

委員会報告  

クラブ運営委員会 園部委員長 

クラブのホームページが更新されましたのでお知らせ

します。トップページに先週のガバナー公式訪問での

記念撮影した写真が追加されました。１１月６日のロー

ターアクトパレエ鑑賞例会での写真が奉仕活動＞青少

年奉仕ページに追加されました。また、例会情報＞過

去の例会ページにおいて週報が閲覧できるようになり

ました。 

青少年奉仕・RAC委員会 新保委員長 

先週の土曜日にローターアクトクラブの「鑑賞例会」と

いうことで、東京文化会館にてバレエの鑑賞をしてまい

りました。東京上野ロータリーからは５名の会員とその

家族で合計１０名が参加しました。講演後の食事会に

バレエ団で出演していたローターアクターのブラウリオ

君も参加してくれて、ローターアクターと大変親しくなれ

た良い機会となりました。 

■ＳＡＡ報告 ニコニコ BOX 

山本会員 卓話の講師に千葉まいさんをお迎えしまし

た。本日はよろしくお願いします。 

孫の七五三で鶴岡八幡宮へ行ってまいり

ました。 

大瀧会員 55回目の結婚記念日 11日です。お祝いを

頂くのを楽しみに近況は夫婦共に年を取った

という感じです。 

阿部会員 良い天気なので。 

加藤会員 お久しぶりです。 

園部会員 結婚祝いのお花をありがとうございます。 

       11月 3日の記念日はウィーンフィルハーモ

ニー管弦楽団のコンサートに行きました。 

       孫の七五三のお詣りを湯島天満宮で行い、

お祝いの食事会を精養軒のグリルフクシマ

で行いました。 

向井会員 千葉まいさんをお招きして、楽しみにしてい

ます。 

塚田会員 土曜日のバレエ鑑賞、新保さんお疲れ様で

す。「文化の香り」感じることが出来ました。 

☆卓話の講師に千葉まいさんをお迎えしました。本日 

はよろしくお願いします。 

捧 会員・冨坂伸吾会員・中澤会員・中村会員・ 

 （本日の合計金額    52,000円） 

（本日までの累計 697,000円） 

 

 

 

■卓話 「お玉が池と千葉道場」 

千葉定吉・重太郎子孫 千葉まい氏 

 

東京上野ロータリークラブの皆様、こんにちは。 

2021年 11月 8日の卓話を担当させて頂きました千葉

まいと申します。 

この度は、東京豊島東ロータリークラブ佐藤様に東京

上野ロータリークラブの向井様と繋いでいただき、ご縁

を頂きました。今回の卓話のご縁に際しまして、皆様に

お世話になりましたことをこの場をお借りして改めて感

謝申し上げます。 

 

１１月  ２３日 マンリオ・カデロ名誉会員 

１２月 ４日 加藤会員 １７日 塚田会員 

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 

１２月  7日 松尾会員 



２０１５年から本格的に子孫としての活動をはじめ、坂

本龍馬の師匠、そして許嫁の子孫という関係から高知

とご縁を頂き、2016年より高知県観光特使を務め、高

知と東京をつなぐイベントを主催したり、博物館の P R

をしたり、高知県の P Rをしたりと、様々な形で高知と

他県を繋ぐ活動をおこなっております。 

今回は「お玉が池の千葉道場」というタイトルでお時間

を頂戴しました。 

今までにもロータリークラブさんでは「坂本龍馬に学

ぶ」シリーズ「北辰一刀流の秘話」「実際の史料からみ

る佐那と龍馬」「龍馬伝でみる千葉家」などについて、

卓話のお時間にまわらせていただいております。 

お陰様で様々な会と全国各地にご縁があり忙しく飛び

回っている毎日を過ごしておりましたが、コロナ禍によ

り、講演やイベントができなくなり、より一層活動に対す

る意味と意義を考えるきっかけとなりました。 

現代に残る千葉家の史料の多くは、刀剣、巻物、浮

世絵、書物などがあり、博物館へ保管されております。

しかし、佐那や龍馬が生きていた幕末に実際に生きて

いた人物は現在にはおりません。それでもなお多くの

歴史の研究家の先生方が研究を続け、新しい発見を

日々追及していらっしゃいます。私自身もその史実とロ

マンに翻弄する一人でもあり、これからの新発見を楽し

みにしながら、昨今まで言い伝えられてきた先祖の話

を後世に残していくのが子孫としての私の使命だと思

っております。色々な形を通して、私自身が後世に何を

残せるかと日々模索しておりますが、どんな時でもでき

ない理由ではなく、やれることを探し、邁進していきた

いと思っております。 

皆様のお近くで、この活動が生かせるところが御座い

ましたが、どこへでも飛んで参りますので何かの際に

は是非ともお声がけ下さい！ 

結びに、このような状況下にも関わらず、卓話のご縁を

頂きました東京上野ロータリークラブさんには大変感

謝をしております。 

今後とも、ご指導の程、宜しくお願い申し上げます。こ

のご縁が良いものとなりますように！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回の卓話 11月 29日（月） 

演題＜未定＞ 

上野警察署 署長 鈴木佳枝氏 

（紹介者山下隆利会員） 

東京上野ローターアクトクラブ11月第二例会 

〜芸術の秋 シリーズ〜「版画体験」のご案内 

⽇時：2021年11⽉28⽇（⽇）13:30〜16:30 （登録開始 

13:15)会場：下⾕神社(東京都台東区東上野 3-29-8) 

講師：朱夫誠 様 ⽶⼭奨学⽣（世話クラブ：東京上野

RC） 

登録⽅法：東京上野RAC 幹事 奥島菜穂

（tokyo.uenorac2580@gmail.com） 

所属クラブ、役職、お名前、フリガナをご記⼊の

上、ご連絡ください。 

登録締切：11⽉21⽇（⽇）※定員に達し次第、登録

を締め切らせていただきます。 

２５８０地区委員会行事予定 

11月 18日（木）ロータリー米山奨学金に関するワ

ークシップ ホテルニューオータニ 

11月 19日（金）親睦ゴルフ決勝大会 千葉カントリ

ークラブ 

11月 20日（土） アクト地区行事 いのちの電話

12：45～15：00 ZOOM 

11月 26日（金）RLIパート１東武レバントホテル東

京 RAC 9：00～17：00 

11月 27日（土） RAC荒川水辺の美化活動 

本日の例会 １１月１５日（月） 

第２回クラブフォーラム 

「ローターアクトを中心とした衛星クラブ設立に

ついて」～ロータリーファミリーとロータリーの

関わり方の中で～ 

地区ローターアクト委員会 

委員長 遠山 明良様 

（紹介者 永井重孝会員） 



11月 1日ガバナー公式訪問にて記念撮影 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10月 30日・31日伊東 RC・伊東西 RC との３RC親睦

ゴルフコンペ 総勢 35名参加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11月 6日東京文化会館にてバレエ鑑賞会 

 

 

 


