
 

 

 

 

 

 

 

 

職業奉仕月間           １６３６回例会 １月３1日 NO.1626 

 

 

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」 

■出席報告       （会員 43名内出席免除 ８名） 

会員数 出席者 出席率 12月 20 日修正出席率 

43（37） 26（4）  81.08％ 89.74％ 

地区内来訪者 荒川 RC １ 

米山奨学生  朱 夫誠さん       （合計 ２名） 

 

■会長報告  

 

・マンリオ・カデロ名誉会員よりシャンパンのマグナムボ

トルを頂きました。 

・創立 38周年記念例会の乾杯 乾杯のご発声はマン

リオ・カデロ閣下にお願い致します。 

 

【第 7回理事会報告】 

・３RC合同例会時の卓話の講師は瀬古俊彦氏で承認 

・クラブ細則変更【会員増強委員会を３年委員会に変

更する】を公示することで承認 

・３月２６日北分区献血活動支援の件を承認 

・３月１２日「だがしの日」イベントの件は否認 

・４月１５日奏楽堂コンサート日程と概略予算承認 

・米山奨学生朱夫誠君のカウンセラー引き受けを承認 

・山下会員の次年度地区委員を辞退する件を承認 

・オープン例会は予定通り開催（招待者３１名のリスト

作成し出席確認中）を承認 

 

■幹事報告  ＲＩ関係   

・ハイライトよねやまが届いております。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   

次週 1月３１日（月）は「クラブフォーラム」です。水野パ

ストガバナーの卓話を予定しております。夜間例会で

はありませんのでご注意下さい。 

・本日創立 38周年記念例会ですので例会後、例会場

にて集合写真を撮ります。 

委員会関係  鈴川地区公共イメージ向上委員 

2021年 12月 16日に zoom会議で開催。①2月 9日

ワークショップ zoom開催。卓話は印象戦略コンサルタ

ントの乳原（うはら）佳代氏と作詞家吉元由美氏。②献

血ローターリーデーの報告。沖縄分区：12月 7日／12

月 9日。中央分区：11月 28日新宿駅南口。多摩分

区：2月 10日東村山市役所（予定）。武蔵野分区：1月

22日吉祥寺駅前。北分区：3月 26日上野駅前広場

（予定） 

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』 
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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１月２４日 第 1635回例会 

創立３８周年記念例会 



■ＳＡＡ報告 ニコニコ BOX 

山本会員 東京上野ロータリークラブの３８周年記念を

祝し、記念の卓話マンリオ・カデロ閣下の

卓話を楽しみにしております。 

長岡会員 明けましておめでとうございます。新年初例

会は、同居の次男、三男がコロナに感染し

濃厚接触者になった為、欠席しました。もう

２人共完治し、私もＰCR陰性なのでご安

心下さい。オミクロン株のピークアウトま

で、もうしばらくかかりそうですので、皆様

お気をつけ下さい。 

中島会員 昨日、お嫁さんと姪がオーストリアに行きま

した。現地の中学校に通うことになります。伯

母は寂しくなりますが、資金源としてしっかり

働きます。 

阿部会員 新年初例会、ご参拝ありがとうございまし

た。 

☆東京上野 RCの３８周年記念とマンリオ・カデロ閣下

の卓話を楽しみにして。 

山下会員・塚田会員・冨坂伸吾会員・渡邉会員・永井 

会員・新保会員・上野会員・中村会員・日置会員 

尾中会員 今日の卓話にマンリオ・カデロ大使をお迎

えして。＋☆ 

木村会員 今年もよろしく。＋☆ 

 （本日の合計金額   80,000円） 

（本日までの累計 1,348,000円） 

 

 ■卓話 「コロナ禍における対策  

 ―日本と世界の比較―」 

サンマリノ共和国特命全権大使・在日外交団長 

東京国際大学特命教授  マンリオ・カデロ名誉会員 

 

 

ヨーロッパに住む日本人は２２万人いますが、

神社が一つも無ありませんでしたが、サンマリノ共

和国にヨーロッパで初めての神社ができました。お

神輿を下谷神社より寄付していただきましたが、コ

ロナウィルスでお祭りができないのが残念です。 

ヨーロッパのコロナ感染対策はとても厳しく、ワ

クチンカードが無ければレストランにも行けない

し、電車も乗れない。日本では、国内旅行にも買

い物にも行けるので理想的です。私はワクチン接

種後から体が弱くなった気がしますが、医者に相

談してもこのウィルスの病気についてはまだ情報

が少なくよくわかっていません。ワクチン反対者が

たくさんいます。ヨーロッパではワクチン接種や行

動制限をめぐり暴動が起きていますが、日本では

暴動が起きていません。この事実には外交団の各

国大使が驚いています。 

アメリカ、ロシア、中国などが武器に巨額のお金

を使っています。また、日本も中国や北朝鮮に対

抗するための軍事費用を使いますが、このコロナ

ウィルスのパンデミックを教訓に世界が目覚めて

ほしいと思います。武器ではなく苦しんでいる世界

中の人の健康のために医療、ワクチンや治療薬

の研究開発にお金を使うべきです。世界が参加す

るメディカル・オリンピックを開いてほしいです。 

 

 

 

 

 

 

１月  ３日 金原会員  ５日 佐谷会員 

     ６日 種子田会員 

２月  ３日 木村会員  

４日 捧 会員 渡邉会員 

６日 三輪会員  ８日 日置会員 

１４日 今村会員  １９日 瀬古会員 

1 月  １２日 金原会員  １８日 山下会員 

     ２１日 種子田会員 

２月  8日 中澤会員  14日 常盤会員 



■例会風景 

ZOOM参加者 

 

 

創立３８周年集合写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回の例会 ２月７日（月） 

第 5回クラブフォーラム 

＜国際奉仕＞ポリオ卓話 

ロータリー財団 2021-2022 ポリオプラス委員長 

川松 保夫氏 

（紹介者 中島 実佳会員） 

 

常盤会員よりお知らせ 

「秀舞会」のご案内 

花柳基日本舞踊稽古所では２年に一度常盤会員

のお母様花柳秀さんの名前を冠した秀舞会を国立

劇場で開催していましたが、来年で国立劇場が建

て替えのため閉鎖されることになり、既存の建物で

の最後の秀舞会を大会場にて開催することになり

ました。 

■日時 ：2022年4月16日（土）  

■会場 ：国立劇場 大会場  

千代田区隼町４−１ 

本日の例会 １月３１日（月） 

第 4回クラブフォーラム＜職業奉仕＞ 

卓話「健康で明るく奉仕活動を！！」 

水野正人パストガバナー 

（紹介者 永井重孝会員） 

東京上野ローターアクトクラブ２月第二例会 

「世界の仕事を覗いてみよう！第三弾～ハンガリー

から世界へ～」 
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、ピアニストの山本絵理様に卓話をしてい

ただきます。山本様は、2010-2011年度の青少年交換

派遣学生としてハンガリーに留学、その後ハンガリー

とイギリスにおいてクラシックピアノを学び、卒業後は

ロンドンを拠点に演奏活動をしています。この度は東

京でピアノリサイタル等を開催するために帰国されま

す。ぜひ例会と合わせて会場での生演奏もお聞きい

ただけると幸いです。 

■日時：2022年2月21日（月）19:30～21:00 

    19:15～登録開始 

■会場：下谷神社(東京都台東区東上野3－29－8) 

■登録料：500円 

■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：2022年2月20日（日） 



 

東京上野ローターアクト １月第一例会報告 

 

1月 23日(日)15時～17時 東京上野ローターアクト

クラブ 1月第一例会が開催されました。上野公園内

の東京国立博物館前に集合し、例会はその場で行わ

れました。その後は干支をテーマにした作品が展示さ

れているイベント「博物館に初もうで」を中心に、常設の

総合文化展を観覧しました。 

 

[出席者] 

会長 青木允輝、副会長 岩田ワレス興治、幹事 奥

島菜穂、三浦瑞貴、鄭暁麗 

ロータリアン▪家族 :渡邉恭司、園部経夫、園部実枝

子、園部真理 

 

 

 

2 月 14日オープン例会  特別卓話：山本浩氏 

 「残る遺産 受け継ぐレガシー」 

3月 14日 ３RC合同例会 


