
 

 

 

 

 

 

 

 

母子の健康月間            １６４３回例会 ４月 ４日 NO.1633 

 

 

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 春」 

■出席報告       （会員 43名内出席免除 ８名） 

会員数 出席者 出席率 3月 7 日修正出席率 

43（38） 26（1） 71.05％ 81.08％ 

WEBでの参加者 １名 出席者の（）は WEB参加者 

大野会員 

地区青少年交換委員  中島英嗣様（東京神田 RC）

長谷川隆様（東京江戸川中央 RC） 

地区青少年交換学生 伊藤摩耶さん お母様 

米山奨学生   朱 夫誠さん     （合計  5名） 

ソングリーダー  鈴川会員 

 

■山本会長挨拶 

・本日は観桜例会です。 

・26日（土）北分区献血ロータリーデーで JR上野駅前

での献血活動を行いました。ご協力ありがとうございま

した。 

・当クラブがスポンサークラブとなり夏より一年間の派

遣予定学生の伊藤摩耶さんとお母さま、担当の地区委

員東京神田 RCより中島英嗣様と東京江戸川中央 RC

より長谷川隆様が来会されています。 

一言ご挨拶をお願い致します。 

地区中島青少年交換委員と伊藤さん・お母さま 

地区青少年交換委員  東京神田 RC中島英嗣様 

 

地区青少年交換学生 伊藤摩耶さん 

 
在籍学校：東京都立王子総合高等学校 高校 2年生 

■幹事報告  ＲＩ関係    

第 7回日台ロータリー親善会議（福岡大会）のご案が

届いております。日時：5月 6日（金）１６：００～ 会場：

ホテルニューオータニ博多 参加希望の方は 3月末ま

でに事務局までお知らせください。詳しくは掲示板をご

覧ください。 

・「ハイライト米山」が届いております。掲示板をご覧く

ださい。 
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前回の例会報告 3月 28日 第 1642回例会 

 



・ロータリー希望の風のワインが出来ました。バーコー

ドでも注文が出来ますので詳しくは掲示板をご覧くださ

い。 

・コーディネーターニュースが届いております。掲示板

をご覧ください。 

・ワークショップ「女性の活躍とロータリーの未来」のご

案内が届いております。日時：5月 10日（火）１５：００

～ 対面会場：明治記念館 バーチャルあり 

ご希望の方は事務局までお知らせください。詳しくは掲

示板をご覧ください。 

・米山奨学生世話クラブ委嘱（いしょく）状とカウンセラ

ー委嘱状が届いております。カウンセラーの塚田会員

前にお願いします。 

 

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   

・4月 15日（金）奏楽堂コンサートの出欠を取っており

ます。 

・4月 20日（水）本郷ロータリークラブとの合同例会の

出欠を取っております。 

・土曜日の献血実施報告書が届いております。掲示板

をご覧ください。 

・東京上野ローターアクトクラブ 4月第 1回例会のご案

内が届いております。掲示板をごらんください。 

委員会報告 

中島コンサート企画委員会委員長 

 

奏楽堂コンサート 4月 15日（金） １５：００～から奏楽

堂にて、毎年恒例のコンサートを開催します。 

残念ながら、地区の研修会と日程がバッティングしてし

まい、参加出来ない方たちが多数いらっしゃいます。 

出席されるかたには、ご尽力いただくことになるかと思

いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

今回は、「邦楽への誘い（いざない）」と称しまして、芸

大の邦楽を勉強している学生さんに来ていただいて、

日本の楽器を演奏してもらいます。 

少し参加者が少なくなると思いますので、参加可能な

方は、お声がけしていただき、多くの方のご参加をお待

ちしています。 

また役割については、前回お話ししました通り、よろしく

お願いいたします。 

それと冨坂和弥さんが綺麗なコンサートのパンフレット

を作ってくれましたので、当日皆さまにお渡しいたしま

す。お楽しみに。 

三輪クラブ親睦委員会 副委員長 

 

本年度の親睦旅行に関して連絡させていただきます。 

日にちは、5月 1２日（木）～13（金）の１泊２日です。 

行先は、伊勢志摩を計画しています。 

伊勢神宮を参拝して、その近辺を観光します。 

今日から出欠のご案内をして行きますので、多数のご

参加をお願いします。 

 

４月  ３日 江口会員  ７日 常盤会員 

    １０日 園部会員 １６日 大野会員 

    ２６日 阿部会員 

４月  ７日 木村会員  ８日 大野会員 

    ３０日 冨坂和弥会員 

 



ニコニコの発表  大瀧会員 

 

■ＳＡＡ報告 ニコニコ BOX 

地区青少年交換委員東京神田 RC中島 英嗣  様  

       青少年交換委員の中島です。伊藤摩耶が

お世話になります。宜しくお願いします。 

地区青少年交換委員東京江戸川中央 RC 長谷川 

隆 様   伊藤摩耶さんのご挨拶に伺わせて頂きま

す。宜しくお願い致します。 

山本会員 本日は青少年交換留学生の伊藤摩耶さん

がお越しになっています。素晴らしい留学

になるよう会員一同応援しています。ま

た、本日の卓話は塚田会員です。台湾龍

山ロータリークラブへのあつい想い楽しみ

にしています。 

       ・先日の献血活動のご協力ありがとうござ

いました。 

阿部会員 観桜例会の日程、ピッタリでおみごとです。 

今村会員 ひさし振りです。 

瀬古会員 土曜日の献血お疲れ様でした。新保さん次

男のコーディネート有難うございました。 

大瀧会員 我が家の事ですが、家内が振込サギにま

んまと引っ掛かりました。腹が立ちます。皆

様もご注意下さい。 

☆本日は青少年交換留学生の伊藤摩耶さんがお越 

しになっています。素晴らしい留学になるよう会員一同 

応援しています。また、本日の卓話は塚田会員です。 

台湾龍山ロータリークラブへのあつい想い楽しみにし 

ています。 

長岡会員・冨坂伸吾会員・中村会員・中澤会員 

佐谷会員 北分区献血ロータリーデーにご協力頂いた

会員の皆様ありがとうございました。＋☆ 

塚田会員 同好会賞金ありがとうございました。今後と

も宜しくお願いします。＋☆ 

捧 会員 一人で飲みます。＋☆ 

向井会員 遅くなりましたが前年度の事業報告書のご

提出をお願いします。＋☆ 

 （本日の合計金額   82,000円） 

（本日までの累計 1,714,000円） 

 

■卓話「台北龍山ロータリークラブについて」 

姉妹・友好クラブ交流委員長 塚田真一郎会員 

 

 

 

 

          

             
         
             
                    
                             

              
         
                    
                                 

       

           
         
                     
              
                   
          
           

                      

           
             



 

 

 

 

 

 

           
             

                       

           
             

                       

           
             

                       

             
                 

                                                           

                           

                                       

                                        

                     

                                   

                                    

                                        
                               
                         

                                     
                                
                  

             
                   

                                      
                           

             
                   

                                      
                           

             
                   

                                      
                           

本日の例会 ４月４日（月） 

卓話 気学 令和 4年、五黄土星 壬寅をどう

生きるか～「今を知り、今を考え、今に学ぶ」 

玉泉院 住職 井上慶亮氏 

（紹介者 山下隆利会員） 

 



3月 26日北分区献血活動 JR上野駅前

 

2580地区行事予定 

4月１５日（金）在京・地区研修協議会 

会場：ホテル椿山荘東京 13：30～18：40 

４月１８日（月）DL研修 東武レバント東京 

４月１９日（火）米山カウンセラーオリエンテーション

及び米山奨学生期間始業式 ホテルニューオータ

ニ 15：00～17：35 

４月２０日（水）ロータリー平和フェロー第 21期カウ

ンセラーオリエンテーション学士会館 14：30～ 

４月２３日（土）２４日（日）PHS（ポールハリスソサエ

ティ）認証式 札幌 

４月２５日（月）第 2回 DL資格習得セミナー  東

武レバント東京 ９：３０～１６：４０ 

５月３１日（火）２５８０地区大会 

会長・幹事会 9：15～10：45 

新入会員昼食会 11：00～12：37 

本会議 13：00～18：05本会議後の懇親会なし 

会長幹事晩餐会 １８：３０～20：30 

 

次回の例会 ４月１１日（月） 

卓話「小笠原ヨットクルージング体験記」 

大野利美知 会員 

（紹介者 園部経夫会員） 

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 

チケットをご希望の方は事務局までお願いしま

す。 

第３６回奏楽堂コンサート 

日時：４月１５日（金）開演 15：００～ 

プログラム 「邦楽への誘い」 

終了後 18：00より上野精養軒にて例会・懇親

会を開催。（会員・出演者のみ） 

東京上野ローターアクトクラブ4月第一例会 

～音楽の春シリーズ～ 

「日本の音と舞〜日本舞踊鑑賞例会〜」のご案内 

本例会では「音楽の春シリーズ第２弾」として、国立劇

場で行われる花柳流が主催する日本舞踊「秀舞会」を

鑑賞いたします。当クラブの新入会員・園部真理は、当

日の公演に日本舞踊の代表的な演目『鏡獅子』に出演

する予定です。日本舞踊は、日本伝統芸能の一つであ

り、日本文化を集大成とした総合舞台芸術です。普段

にあまり触れる機会が少ない日本舞踊の舞台鑑賞を

通して、日本文化の魅力を改めて感じていただく機会

となりましたら幸いです。 

ご多用のところ恐縮ではございますが、皆様のご参加

を心よりお待ちしております。 

【日時】 2022年4月16日(土) 16:00〜19:00 (16:00集合、

自由解散) 

【開催場所】 国立劇場・大劇場 16:00に国立劇場の入

口付近に集合します。 

【登録料】 無料 

【登録期限】 必要事項（所属クラブ名、役職、氏名、ふ

りがな）をご記載の上、3月31日（木）までに下記登録連

絡先にご連絡下さい。 

※東京上野RC会員で観劇希望の方は、クラブ事務局

にご連絡下さい。【登録連絡先】 東京上野RAC 幹事 

奥島菜穂(tokyo.uenorac2580@gmail.com) 

【備考】 ・チケットの枚数上限がございますので、上限

に達し次第登録を締め切らせていただきます。お早め

にご登録をお願いいたします。 

・「秀舞会」は11時から開演です。例会集合時間の前か

ら観劇希望の方は、その旨を含めてご連絡下さい。 

・当日会場にお越しの方は、マスク着用のご着用をお

願いいたします。 


