
 

 

 

 

 

 

 

 

疾病予防と治療月間          １６３２回例会 １２月１３日 NO.1622 

 

 

国歌 「君が代」  

ロータリーソング 「奉仕の理想」 

■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 15 日修正出席率 

43（40） 31（1）  80％ 75％ 

WEBでの出席者 1名   出席者の( )は WEB参加数 

例会出席者合計    32名 

■会長報告   

１． 審議事項 

１） ２０２２年３月２日・３日 地区大会アワードに「上

野警察署交通安全支援活動」「上野駅前にて

RAC との合同献血支援活動」「台東区・文京区

小学校へのﾏｽｸﾎﾙﾀﾞｰ寄贈と感染拡大防止の啓

蒙活動」をエントリーすることにしました。 

２． 協議事項 

１） クラブ年次総会進行について 

２） ２０２２年１月２月のプログラムについて 

３） ２０２２年移動例会（下谷神社）新年参拝例会は

12時から開催です。 

４） クリスマス忘年家族会に欠席する会員の負担分

をクラブ親睦委員会にて見直します。 

３． 報告・連絡事項 

１） １２月５日（日）上野警察署自転車シュミレーター

＆交通安全キャンペーン（社会奉仕活動事業）

の件 

２） 2 月 14 日のオープン例会には 20 名近くの入会

候補者が参加する見込みです。 

３） 会員増強委員会を 3 年委員にするクラブ細則変

更案を本日公示します。1月 17日臨時会員総会

を開催します。 

■幹事報告  ＲＩ関係   

・2021年 12月のロータリーレートは、 １ドル＝114円

となります。 

・ガバナー月信が届いております。掲示板をご覧くださ

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  特になし 

委員会関係   クラブ親睦委員会 三輪副委員長 

12月 20日のクリスマス忘年家族会は 60名参加予定

です。当日のお酒と景品のご寄付をお願い致します。 

 

■ＳＡＡ報告 ニコニコ BOX 

山本会員 本日は年次総会です。よろしくお願いしま

す。 

長岡会員 本日は年次総会です。いよいよ次年度被選

理事会もスタートします。改めて次年度もよろ

しくお願いいたします。 
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前回の例会報告１２月 ６日 第 1631回例会 

 

 

１２月 ４日 加藤会員 １７日 塚田会員 

１月  ３日 金原会員  ５日 佐谷会員 

     ６日 種子田会員 

１２月  7日 松尾会員 

1 月  １２日 金原会員  １８日 山下会員 

     ２１日 種子田会員 



園部会員 省資源の取組のため年賀状によるご挨拶

を控えさせて頂くことにしました。宜しくお願い

します。 

☆年次総会を祝して！！ 

阿部会員・中島会員・三輪会員・中村会員・鈴川会 

員・上野会員・塚田会員・冨坂伸吾会員・冨坂和弥会 

員・髙野会員・木村会員・日置会員 

向井会員 寒さ厳しくなります。皆様ご自愛のほどお願

いします。＋☆ 

中澤会員 本日より 22-23被選理事会が始動します。

幹事としてしっかり務める所存です。皆様

よろしくお願い致します。＋☆ 

 （本日の合計金額    85,000円） 

（本日までの累計 931,000円） 

 

■クラブ年次総会 

 

１２月第一例会日でございます。東京上野ロータリーク

ラブ細則第４条・第１節の規定によりクラブ年次総会を

行います。クラブ細則第４条第１節により年次総会を執

り行います。本日の出席についてご報告します。  

会員数４３名中 32 名出席（出席免除者 ８名中 5 

名出席を含む）クラブ細則４条第３節により３分の１以

上の出席ですので、本総会は成立することをここに確

認いたします。 

第１号議案 第１条 理事および役員の選任の件  

２０２２年－２３年度の理事役員の選任をお願いしま

す。１１月８日の理事会におきまして理事役員推薦者

の公示を承認し、その後、皆様に掲示板・週報にて公

示いたしました。１１月末までにその他立候補者の申し

出がありませんでしたので、候補者のお名前を申し上

げます。 

・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、２０２２-２３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、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１０名に 2022‐2023年会

長の長岡会員と今年度山本会長が加わりまして、１２

名の理事会構成になります。 

クラブ細則第 1条 第 1節に従いまして、出席会員の

過半数の投票を得れば当選したものと宣言されます。

本来は、投票用紙による選挙をしなければいけません

が、投票を皆様の拍手によって採択させていただきま

す。それでは本議案にご賛同いただけますでしょう

か？ 

「賛成多数」で、理事・役員選任の件は決定されまし

た。ありがとうございます。 

クラブ細則第 1条 第 1節により、推薦されました会長

ノミニー・副会長・幹事および会計と８名の理事候補の

方々は、選任されましたことを宣言いたします。冨坂会

長ノミニーは、7月 1日より会長エレクトとして理事会メ

ンバーに入ります。 

 

長岡会長エレクト挨拶 

 
次年度、歴史ある東京上野ＲＣの会長職を仰せつかり

ました長岡信裕です。精一杯頑張りますので皆様ご協

力の程よろしくお願いいたします。 

次年度の国際ロータリー2580地区は、東江戸川ＲＣの

嶋村文男さんがガバナーをされます。お噂をお聞きの

方もいらっしゃるかと思いますが、嶋村さんは大変熱心

なロータリアンで、彼のフェイスブックを拝見している

と、一年 365日のうち 300日以上はロータリー活動を

されているのではと思うくらい活発に活動されてます。

その中で、次年度の体制作りの為に我々会長予定者

も、5月の段階から ZOOMを使用し、ＰＮＴ（会長ノミニ

ートレーニング）が始まり、8月、11月とプレ PETS、そ

して 2月にはガバナー補佐を交えてのリアル開催のプ

レ PETS第 3 クールがあり、そして最後はいよいよ本

番の PETSが 3/12,13の 2日に渡り沖縄において開

催されます。やり過ぎではないかという声もある様です

が、私は様々な角度からロータリーの事を学べるとて

も良い機会であり、ありがたく感じております。 



さて、嶋村ガバナーの信条は”Take Action for Rotary 

Future，Reach Out for World Peace” ロータリーの未

来の為に行動しよう 世界の平和の為に手を差し伸べ

よう「４つのＦを感じながら」Fresh 斬新、Fellowship連

帯感、Find出会う、Funワクワクする楽しみ 「行動ス

ローガン」として、心へ、自らの心へ、地域へ 地元地

域社会へ、世界へ 平和を目指す世界へ、そして未来

へ そして次の世代へ 

私自身の基本方針は、これからもう少し時間をかけて

作成していきますが、果たして現在、我々ロータリーク

ラブは本当に社会から必要とされているのか？ とも

すれば自己満足で終わってしまっていないのか？ 本

当に必要とされる団体になる為にはどうすべきなの

か？ しっかりと検証し、さらに学びを深めていき、基本

方針を作成いたします。 

また、ロータリアンの資質を問われる 4つのテスト 

言行はこれに照らしてから 

１．真実かどうか 

２．みんなに公平か 

3．好意と友情を深めるか 

４．みんなの為になるか どうか 

この４つのテストを毎例会時に唱和をし、一人一人がロ

ータリアンとしての自覚を促していきたいと思います。 

各委員長の皆様には、どうか活発な委員会運営をして

頂き、意義のある事業を展開して頂きたいと思います。 

その為のフォローを中澤幹事と共に精一杯して参りま

す。 

そして、元気に活発な活動をする為にはやはり会員増

強が必須であります。まずは、2/14のオープン例会に

一人でも多くの入会候補者をお誘いし、そしてしっかり

とフォローをして入会までもっていきたいと思います。 

結びに改めて、皆様のご指導 ご協力を心からお願い

申し上げ、私のご挨拶をさせて頂きます。 

 

中澤次年度幹事 

次年度幹事に指名して頂きました。会長をサポートし、

会員の皆様とともに楽しいロータリーライフ、ロータリー

活動を送れるように努力いたします。どうぞよろしくお

願い致します。 

 

冨坂伸吾次年度会長エレクト 

 

次年度の会長エレクトを拝命いたしました。2023－

24年度は東京上野ロータリークラブ 40周年を迎える

節目の年となります。準備委員会を立ち上げ会員の皆

様のご意見をお聞きし、お力を頂く事となります。 

私の好きな言葉の 1つに準備万端という言葉があり

ます。40周年記念式典・祝賀会の前の日には準備万

端に、一人ひとりが心に残る会にしたいと思います。 

ロータリアンになり 13年目になりますが、まだまだロ

ータリーの知らないことが沢山あります。これからもロ

ータリーを学び皆様と共により良い東京上野ロータリー

クラブをつくるべく努力を重ねてまいりたいと思います。 

 

次年度理事・役員

 

 

本日の例会 １２月１３日（月） 

第３回クラブフォーラム＜社会奉仕＞ 

卓話 「つなぐ台東について 

         （障害福祉サービスの紹介）」 

特定非営利活動法人つなぐ台東 

理事長 野坂 羊子氏 

（紹介者 江口 浩代会員） 



 

 

 

 

●12月 5日（日）上野警察署における社会奉仕事業   

社会奉仕委員会 委員長 中島 実佳 

東京上野ロータリークラブからの事業費を 15万円

寄付し、上野警察署交通課と生活安全課のみなさんに

よる子供たちへの交通安全教室が行われました。 

「上野交通安全少年団」と「上野少年柔剣道育成会」

の小学生 17名が参加、当クラブからは山下副会長、

長岡会長エレクト、冨坂 SAA委員長、園部クラブ運営

委員長、新保青少年・RAC委員長、佐谷幹事が出席

し、10時から自転車シミュレーターで安全教室を１時

間、11時から鈴木署長も一緒に上野駅前で交通安全

キャンペーンを行いました。 

 

 

 

 

 

 

次回の例会 １２月２０日（月） 

クリスマス忘年家族会 

上野精養軒 ３階「桜の間」 

点鐘 １８：００ 

東京上野ローターアクトクラブ1２月第二例会 

東京上野ロータリークラブ12月20日（月） 

クリスマス忘年家族会合同例会 


