
 

 

 

 

 

 

 

 

            １６５４回例会 ７月１１日 NO.1644

 

 

国歌 「君が代」 

ロータリーソング 「奉仕の理想」 

４つのテスト 唱和 

来賓 ガバナー補佐 髙橋義一様（東京小石川 RC） 

    東京後楽 RC会長 志熊昌宏様 

米山奨学生 朱 夫誠さん    （合計 3名） 

■出席報告       （会員 43名内出席免除 6名） 

会員数 出席者 出席率 6月 20 日修正出席率 

43（40） 26（1） 67.5％ 78.05％ 

ハンマータッチ 

 

長岡会長 

 
皆さん、いよいよ 22-23年度がスタートしました。 

改めて中澤幹事共々よろしくお願いいたします。 

また本日は、大変お忙しい中を、高橋ガバナー補佐

様、また同期会長の志熊東京後楽ロータリークラブ会

長様、ご来会頂き誠にありがとうございます。 

ガバナー補佐 髙橋義一様よりご挨拶 

 

担当の分区は北・小石川・上野・本郷・後楽 RCの 5ク

ラブです。深い親睦が取れると良いです。今年度嶋村

ガバナーは大変気合が入っております。ロータリーフュ

ーチャー ロータリーの将来を考えるためのテイクアク

ション、数多くの提案があります。一緒に行動を共にし

たい、北分区の中でうまくそれが運用できるように影な

がら応援をいたします。9月にはガバナー公式訪問が

あり、今年度はその 2週間前にクラブ協議会をガバナ

ー補佐がやるようにとのことですので、9月にはまた皆

様のお話を聞きたいと思います。どうぞよろしくお願い

いたします。 

東京後楽ＲＣ会長 志熊昌宏様 

先週は分区幹事として、今週は同期会長として伺いま

した。長岡会長とは一緒に地区青少年交換委員をしま

して、親しくさせて頂きました。また、冨坂会長エレクト

は私の家内の同級生で、縁があります。長岡会長の船

出を少しでも応援出来るように本日参りました。 

山本前会長 記念品贈呈 
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佐谷幹事 記念品贈呈 

 
長岡会長挨拶 今年は毎例会時の会長挨拶を最大 3

分間お時間を頂きたいと思います。というのも、本年度

嶋村ガバナーからも是非会長のスピーチの時間を取っ

て、会長の思いを会員の皆様へ伝えて欲しいと言われ

ております。皆様に飽きられない様、基本的にロータリ

ーに関する事を中心に話をさせて頂きます。 

さて、本年度、私は 

ＶＩＳＩＯＮ ＭＩＳＳＩＯＮ ＰＡＳＳＩＯＮ を持って 

「地域から、社会から必要とされるクラブになろう」 

というスローガンを掲げました。後ほどのクラブ協議会

の中でまた詳しく説明しますが、なぜこの様なスローガ

ンにしたのか？ 

ロータリーは、一人のアメリカ人のビジョンによって始ま

りました。その人の名は、ポール･ハリス。シカゴで弁護

士として働いていたハリスが、世界初のロータリークラ

ブ（シカゴ・ロータリークラブ）を設立したのは、1905年

2月 23日。荒廃したシカゴの町の将来をビジョン（洞察

力）し、自らが何かしなくてはならないというミッション

（使命感）を持ち、熱いパッション（情熱）で行動したの

です。様々な分野の職業人が集まって知恵を寄せ合

い、生涯にわたる友情を培うことのできる場をつくるこ

とが、ハリスの夢でした。今ここに、私達は正に生涯に

わたる友情をもった仲間が集まっています。この仲間

の皆様と意義のある奉仕活動を行い、地域から、社会

から必要とされるクラブになりたいと思います。     

本日は、盛り沢山なので 3分経ってませんが、スピー

チはここで終わります。さて、続いて理事会報告です。 

１． 審議事項 

１） 新入会員候補者 杉本達哉氏について 

２） 出席義務規定免除について 

３） メーキャップのビジター費用について 

２． 協議事項 

１） 第３回クラブ協議会について    ７月１１

日(月) 

２） 第１回クラブフォーラム（クラブ奉仕）につい

て  ８月１日(月) 

３） その他 

３． 報告・連絡事項 

１） 嶋村ガバナー訪問について ９月２６日(月) 

２） 懇親旅行会及び石垣 RC との姉妹クラブ提

携調印式について  １１月１８日(金) 

３） 北分区ゴルフ予選会について１０月３日(月) 

４） 会長・幹事を励ます会について７月１１日

(月) １８：００～ 

５） 中国作文コンクール表彰式の件８月２日

(火) １１：００～１９：００ 

６） オープン例会について 

各ロータリー賞エントリーについて 

幹事報告  RI関係 

・ガバナー月信 6月号とチーム嶋村ガバナー月信が届

いております。掲示板をご覧ください。 

・バギオだよりが届いております。メールボックスに入っ

ています。 

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。 

・東京池袋ロータリークラブと東京豊島東ロータリーク

ラブが合併して、新クラブ東京池袋豊島東ロータリーク

ラブとなりました。詳しくは掲示板をご覧ください。 

・那覇南ロータリークラブより例会開催時間・ビジター

費変更のお知らせが届いております。掲示板をご覧く

ださい。 

上野クラブ関係 

・本日、メールボックスに今年度事業計画書と名簿 2

冊が入っております。 

・昨年度の会計のお礼を致します。中村会員前におい

で下さい。 

 

一年間ありがとうございました。今年度も宜しくお願い

致します。 



・東京上野ローターアクト 7月第１例会のご案内が届

いております。日時：7月 9日（土）１０：３０～１１：３０ 

場所：下谷神社社務所 詳しくは掲示板をご覧くださ

い。 

委員会関係  クラブ親睦園部委員長 

 

・本日メールボックスに石垣島親睦旅行のアンケートと

2泊 3日のスケジュールが入っております。 

・クラブ親睦委員会より７月１１日午後 6時より浅草ビ

ューホテル 27階唐紅にて新年度会長幹事を励ます会

を開催致します。会費：11,000円です。出席を取ってお

りますのでよろしくお願い致します。 

誕生日 30秒スピーチ  宮本会員 7月 3日 

 

昨日で５４歳になりました。丁度 40歳の時にヨットで太 

平洋を横断しまして、神奈川県の三崎港からサンフラ 

ンシスコまで行きました。その時には山と海の両方をや 

るという目的があり、サンフランシスコ到着後南米 

のペルーに登りたい山があり登山に行きましたが、人 

生最悪に体調を崩して、麓まで行ったのですが帰って 

きたということがありました。 

そろそろコロナも明けましたので、リベンジしてこようと 

思っています。船酔いは全くしないのですが高山病が 

酷いので少し怖いのですが、無事に生きて戻ってきま 

したらまた皆さんとお会いしたいと思います。 

 

ニコニコボックス 

北分区ガバナー補佐 髙橋義一様 長岡会長そしてク 

ラブの皆様、新年度のスタートおめでとう 

ございます。 

東京後楽 RC会長志熊昌宏様 長岡会長ご就任おめ 

でとうございます。一年間同期会長として 

ご指導ください。 

長岡会員  いよいよ 22－23年度がスタートしました。 

ビジョン・ミッション・パッションを持って「地 

域から、社会から必要とされるクラブにな

れる様頑張ります。皆様よろしくお願い致し

ます。 

大野会員 今年度、長岡丸の出港です。皆さんよろしく

お願いします。 

大瀧会員 早いですね、もう新年度。私も今月は誕生

月、大台に入ります。新役員のもと、頑張っ

て下さい。 

☆新年度に入ります。長岡会長・中澤幹事一年間宜し

くお願いします。 

山本会員・佐谷会員・鈴川会員・木村会員・冨坂伸吾

会員・阿部会員・捧会員・園部会員・塚田会員・永井会

員・中島会員・瀬古会員・三輪会員・中村会員・渡邉会

員 

野口会員 水虫の飲み薬で大変ひどい思いをしまし

た。皆様お気をつけて下さい。＋☆ 

日置会員 長岡会長ご就任の記念に是非トライアスロ

ンご一緒しましょう！なんて！＋☆ 

向井会員 ロータリーライフ楽しみにしています。＋☆ 

（本日の合計  122,000 円） 

（本日までの累計  122,000 円） 

 

 

７月 ２日 関岡会員  6日 冨坂伸吾会員 

 

 

７月  ２日 岩渕会員   ３日 宮本会員 

    ５日 髙野会員   １７日 新保会員 

   １７日 上野会員   ２６日 野口会員 

   ２８日 大瀧会員 

 



第２回クラブ協議会 

長岡会長 会長方針 

 

ＶＩＳＩＯＮ ＭＩＳＳＩＯＮ ＰＡＳＳＩＯＮ を持って 

「地域から、社会から必要とされるクラブになろう」 

歴史ある東京上野ロータリークラブの第３９代会長

職を仰せつかりました長岡です。精一杯頑張りますの

で皆様のご指導・ご協力の程、よろしくお願いいたしま

す。今年度、ＲＩ会長は女性初となるジェニファー・ジョ

ーンズ氏が就任し、「イマジン ロータリー」というテーマ

を発表しました。 

“想像してください、私達がベストを尽くせる世界を。 

私達は毎朝目覚める時、その世界に変化をもたらせる

と知っています“ 

そして、国際ロータリー2580地区 嶋村文男ガバナ

ーの信条は、Take Action for Rotary Future   

ロータリーの未来の為に行動しよう 

Reach Out for World Peace  世界の平和の為に手を

差し伸べよう  です。 

2年以上続いてきたコロナ禍も終わりが見え始めて

います。ジェニファー会長も嶋村ガバナーもとても力強

いメッセージを発しています。 

今、私達は積極的に動き出す時が来たのです。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？しっかりとしたＶＩＳＩＯＮ（洞察力）

を持ち、 ＭＩＳＳＩＯＮ（使命感）を自覚し、熱い ＰＡＳＳＩ

ＯＮ（情熱）で行動し、本当に必要とされる団体になる

べく、さらに学びを深めていきます。 

まずは、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、高潔性（Integrity）を高

めていきたいと思います。 

当クラブは、上野周辺に在住・在勤のメンバーが多く

地元愛が強く、また、官公庁や上野の山の東京藝術大

学始め、博物館・美術館など日本を代表する文化ゾー

ンとの密接な繋がりを持っています。 

これらの強みを活かして、地域社会から本当に必要と

される奉仕事業を行っていきます。その連続が会員増

強にも繋がっていきます。 

また、コロナ禍でストップしていた海外姉妹クラブと

の交流や世界大会への参加も呼び掛けていきます。 

また、奉仕ともう一つの柱である親睦は「Fellowship」の

訳とされていますが、本来は連帯感や協調でありま

す。この意味も踏まえた親睦活動を行っていきます。 

忘れてならないのは、親睦を深める最適の場は、毎

週一回の例会であります。 

その例会を固定概念にとらわれず、メンバーがワクワ

ク出席できる様な魅力ある例会にしていきます。 

本年は当ローターアクトクラブが 5周年を迎えます。

記念式典及び記念事業のフォローをしていきます。 

そして、次年度は当クラブが 40周年の節目を迎えま

す。その準備もしっかりと始めていきます。 

ロータリーは人を育て向上させる場であり、まさに「人

生の道場」であります。 

「イマジン ロータリー」想像できる事は創造できる！ 

さあ、共に行動しましょう！一人一人のメンバーが達成

感を感じられる一年にしていきたいと思います。 

重点目標 

①会員増強 58人体制へ 

②魅力ある例会運営による出席率の向上 

③ＲＡＣ5周年記念式典の開催 

④40周年に向けての準備 

⑤石垣ロータリークラブとの姉妹ロータリー締結 

⑥各ロータリー賞へのエントリー 

山本前会長 挨拶 

 



前年度会長をさせていただきました山本でございま

す。また、こういったご挨拶をする機会をいただくと思っ

てもいたんですが、1年間大変お世話になりありがとう

ございました。また、貴重なものをプレゼントしていただ

きありがとうございました。 

長岡会長の会長方針を聞きまして勢いを感じまし

た。上野ロータリークラブも本当に新しい一歩は開かれ

ているんだなと実感したところでございます。本当に大

きな期待をもって長岡会長と中澤幹事の活躍を見守っ

ていきたいと思いますし、頑張って頂きたいと考えてお

ります。 

本当にありがとうございました。頑張ってください。 

向井パスト会長 歓送迎の言葉 

 

山本会長、佐谷幹事、1年間ご苦労様でございました。

若い人たちの力が結集されてハイブリッド例会も開催

され、ほぼ休まず例会が開催されたのは素晴らしいと

思います。皆さんも 1年間やってこられて、肩の力が

抜けて清々しい顔をされているので本当にお疲れ様で

ございました。 

また本年度、長岡会長、中澤幹事よろしくお願いいたし

ます。ロータリー愛の熱い嶋村ガバナー年度、色々と

大変な事もあるかもしれませんが、地域から社会から

必要とされるロータリークラブになろうということは、本

当に全くその通りと私自身も思いますので、それをその

ようにやっていただいて、ロータリーライフをこの 1年

間楽しんでいきたいと思いますのでよろしくお願いいた

します。これをもちまして歓送迎の挨拶とさせていただ

きます。 

中澤幹事 挨拶 

 

２０２２-２０２３年度、幹事を仰せつかりました中澤信

夫です。 

歴代の諸先輩方が築き上げた歴史と伝統ある東京

上野ロータリークラブを、１年間長岡会長のもと幹事の

職務を全うし、クラブ運営に努める所存です。 

２０２１-２０２２年度は、副幹事として山本会長、佐谷

幹事のもと、クラブ運営をお手伝いしてきました。 

２０１５年１１月に入会し６年経ちますが、ようやくロータ

リ―クラブの理念、クラブ運営が理解できるようになり

ました。これも幹事に指名して頂きました皆様のお陰だ

と感謝しております。 

入会した若いメンバー向けに、クラブ活動の基本と

なる年間スケジュール、各委員会の役割を理解して頂

き、年齢に関係なくメンバー全員がワンチームになり、

明るく楽しく前向きなクラブ運営が出来るよう心掛けて

参ります。 

今年度の長岡会長の基本方針は、ＶＩＳＩＯＮ ＭＩＳＳ

ＩＯＮ ＰＡＳＳＩＯＮ を持って「地域から、社会から必要

とされるクラブになろう」です。それに伴い６項目の重点

目標を掲げています。すべてを目標達成すべく大野副

会長はじめ理事会メンバー、各委員長、メンバーの皆

様と連携を密にして、魅力ある東京上野ロータリークラ

ブを目指し、精一杯努力して参ります。 

メンバーの皆様には、ご迷惑おかけする事も多々あ

るかと思いますが、ご理解ご協力そしてご指導ご鞭撻

の程、何卒よろしくお願い申し上げます。 

新年度理事役員 集合写真 

 

本日の例会 7月 11日（月） 

第 3回クラブ協議会 

 

次回の例会  7月 25日（月） 

夜間ビアガーデン例会 

上野精養軒 １８：００点鐘 


