
 

 

 

 

 

 

 

 

ロータリー財団月間           １６３０回例会 １１月２９日 NO.1620 

 

 

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 11月 1 日修正出席率 

43（40） 29（0）  72.5％ 76.32％ 

WEBでの出席者 0名   出席者の( )は WEB参加数 

例会出席者    29 名 

ソングリーダー 鈴川会員 

 

■会長報告  特になし 

■幹事報告  ＲＩ関係   

・次週 11月 22日（月）は休会（祭日週休会）となりま

す。精養軒での例会はございません。 

・11月のＲ財団月間中にＲ財団の寄付を予定しており

ます。 

・11月 8日にメールにてお知らせしてありますが、東京

上野ローターアクト 11月第二例会と 12月第一例会の

ご案内が届いております。掲示板をご覧ください。 

・2020－21年度の会計報告がメールボックスに入れて

あります。 

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   

家庭集会第 3班報告  サブリーダー鈴川会員 

11月 8日（月）ねぎし宮川にて。出席者 阿部会員・今

村会員・髙野会員・日置会員・江口会員・渡邉リーダ

ー・鈴川サブリーダー 

会員増強について主に話をしました。会長よりロータリ

ーのステータスが崩れてしまっていて魅力を感じないと

のお話があり、これからは上野をアピールして会員増

強につなげていきたいと話し合いをしました。 

ゴルフ同好会  三輪会員 

 

19日（金）2580地区親睦ゴルフ決勝大会が千葉 CC

の野田コースにて行われます。こちらは 100名規模の

大会で、今年の同好会のメインのコンペとなります。参

加受付は 40分前に、スタート 15分には集合をお願い

します。各自集合・解散でお願いします。また、24日

（水）は浅草・浅草中央・上野 RC との合同懇親コンペ

があります。こちらも千葉 CCです。 
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前回の例会報告１１月１５日 第 1629回例会 

 

 

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  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 



結婚記念日の 30秒スピーチ  加藤会員 11/15 

 

何年たったか忘れてしまいましたが、良く持ったなあと

いう感想です。もう少し頑張ります。宜しくお願いしま

す。 

三輪会員  11/17 

 
14周年になります。10年目の時にプレゼントを渡した

のですが、今年は 14年ですのでささやかに祝いたいと

思います。 

尾中会員  11/21 

 

金婚式迄は覚えていたのですが、女房が施設に入って

しまい、今独身です。 

野口会員  11/28 

 

夫婦で 10日・11日に京都に行ってきました。2日目に

比叡山延暦寺、根本中堂は修理中でしたが、拝観は

出来ました。ロープウェイが急斜面なので驚きました。

足と腰の具合はあまりよくないのですが、まだ歩けるの

で頑張ります。 

■ＳＡＡ報告 ニコニコ BOX 

地区ローターアクト委員会遠山明良委員長より多額を

頂きました。 

山本会員 地区ローターアクト委員会遠山委員長を歓

迎して。 

野口会員 結婚記念日を自祝して。 

捧 会員 床屋さんに行ってまいりました。ますますイ

イ男になりました！ 

加藤会員 結婚記念日ありがとうございます。まだ、届

いていませんが。 

髙野会員 こんにちは。お久しぶりです。 

中島会員 遠山地区ローターアクト委員長をお迎えし

て。 

永井会員 本日の卓話に遠山様をお迎えしました。よ

ろしくお願い致します。 

中澤会員 本日の卓話に遠山様をお迎えして！ 

新保会員 本日の卓話に遠山委員長にお越し頂きまし

た。色々と勉強したいと思いますのでどう

ぞよろしくお願いします。 

冨坂和弥会員 先週、欠席してしまいました。 

 （本日の合計金額    62,000円） 

（本日までの累計 759,000円） 

■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  遠山明良委員長 

 

1．ローターアクトの現在の立ち位置 

①ロータリーファミリーの一員である 

②青少年育成プログラムから外れている 

③ローターアクトの年齢制限(18歳から 30歳まで)の

上限が撤廃されている 



④学友会が設立されている 

⑤次年度から少額ではあるが人頭分担金が発生する 

⑥ローターアクト出身のロータリアンを増加させること

が推奨されている 

⑦ローターアクトの地区委員会への参加が推奨されて

いる 

⑧ロータリアンに準じた地位が与えられる 

⑨ローターアクトはロータリーを補完する勢力と認識す

べきである 

⑩ローターアクトはロータリアンの様に自分の裁量で時

間を作るのが難しい 

※アメリカでは、大学ベースのローターアクトが多いの

に比べ、日本では地域ベースのローターアクトが多い 

 

２．ローターアクトの増強ルート 

①インターアクトからローターアクトへ 

②ローテックスからローターアクトへ 

③ロータリアンの子弟 

④アクトの友人、知人 

⑤一般(ネット経由、他の福祉団体経由紹介) 

※当地区は日本内では良い方だが、ローターアクトは

増強に苦しんで居る実態がある 

 

3．衛星クラブ（配布資料：衛星クラブのガイド/衛星クラ

ブについてよくある質問） 

①衛星クラブとは 

②ロータリークラブとの違い 

③当地区の実績（2021年 11月 8日（月)現在のデー

タ） 

・東京池袋 NEXTロータリー衛星クラブ 

2021/7/1会員数 ：9名 

国際ロータリー認可：2017年 9月 12日 

ローターアクト卒業生を中心に設立 

・東京臨海北斗ロータリー衛星クラブ 

2021/7/1会員数 ：23名 

国際ロータリー認可：2020年 10月 16日 

忙しい一般ロータリアンを中心に設立 

・東京北 Exchangeロータリー衛星クラブ 

2021/7/1会員数 ：10名 

国際ロータリー認可：2020年 11月 3日 

元ローテックスを中心に設立 

※YouTube ロータリー衛星クラブって何だろう？ 

2021/11/09配信 

https://www.youtube.com/watch?v=NTuZJGSoh4c 

 

 

次回の例会 １２月６日（月） 

クラブ年次総会 

東京上野ローターアクトクラブ1２月第一例会 

『世界の仕事を覗いてみよう！第二弾～メキシコ合 

衆国～』のご案内 

  今年度の国際奉仕委員会は、世界を舞台に活躍

する方々を講師にお呼びし、国際的な仕事について

理解を広める機会を提供しています。本例会では、棚

村会員の大学の先輩である木村亮太様に卓話をして

いただきます。木村様は大学卒業後、メキシコ、オア

ハカ州の語学学校に就職し、2年間現地で勤務をして

いました。仕事内容からメキシコでの生活についてな

ど、興味深いお話を聞ける機会になるかと思います。 

■日時：2021年12月5日（日）14:00～15：30  登録開

始：13:45～■会場：下谷神社■登録料：無料 

■登録先：東京上野RAC幹事 奥島菜穂

（tokyo.uenorac2580@gmail.com） 

 所属クラブ名、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：2021年12月4日（土） 

本日の卓話 １１月２９日（月） 

卓話「盛り場対策の取組」 

上野警察署 署長 鈴木 佳枝氏 

（紹介者 山下隆利会員） 

２５８０地区委員会行事予定 

12月 5日（日）～8日（水）Ｒ研究会メルパルクホ

ール・ＺＯＯＭ  

 

https://www.youtube.com/watch?v=NTuZJGSoh4c

