
 

 

 

 

 

 

 

 

            １６５５回例会 ７月２５日 NO.1645

 

 

ロータリーソング 「我らの生業」 

クラブソング 「めぐる友愛 夏」 

４つのテスト 唱和 

青少年交換派遣学生  伊藤 摩耶さん 

米山奨学生 朱 夫誠さん    （合計 2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 27 日修正出席率 

43（40） 26（1） 67.5％ 78.57％ 

ソングリーダー  向井会員 

 

長岡会長 挨拶 

 
先週の第 1例会でお話しした様に会長報告の冒頭に

最大 3分の会長挨拶・スピーチをさせて頂きます。な

ぜ 3分か？ 以前、尾中先輩のご紹介で卓話にお出

で頂いたアナウンサーの南美希子さんがどんなに素晴

らしいスピーチでも 3分以内にまとめるべきというお話

をされました。皆さん、覚えていらっしゃいますか？ 

そこで私もこの 3分以内を守っていきたいと思います。

さて、昨日、参院選挙が終わりました。安倍元総理が

暗殺されるという、現代の日本で全く考えられないよう

な蛮行がありました。安倍元総理のご冥福を心よりお

祈り申し上げます。そして、私達の仲間である松尾明

弘会員は、東京中を縦横無尽に駆け回り頑張られまし

たが惜しくも落選されました。今後の松尾会員のご活

躍にエールを送りたいと思います。 

さて皆さん、ロータリーの目的は何だかご存知です

か？ロータリーの目的は、意義ある事業の基礎として

奉仕の理念を奨励し、これを育むことにある。 分かり

づらいですね！具体的には、 

第1 知り合いを広める事によって、奉仕の機会とす

ること。 

第2 職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事は

全て価値あるものと認識し、社会に奉仕する

機会としてロータリアン各自の職業を高潔なも

のにすること。 

第3 ロータリアン一人一人が、個人として、また事

業及び社会生活において、日々、奉仕の理念

を実践すること。 

第4 奉仕の理念で結ばれた職業人が、世界的ネッ

トワークを通じて、国際理解、親善、平和を推

進すること。因みにこれらは、ロータリーの友

の頭の方に毎号掲載されてます。 

英訳の文章なので、抽象的で分かりづらい部分もあり

ますが、要約すると「世の為、人の為に尽くしなさい」と

いう事ではないでしょうか？ 一人ではできない事も、

志を同じくするクラブの仲間がいればできるかもしれな

い。更にロータリークラブは国際的な団体であり、我々

の運動は最終的には、世界の平和を推進することにな

るのです。 

話は変わりますが、コロナ感染者がまた増えて来て

ます。オミクロン株からＢＡ５に変異して、感染力がかな
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り高いと言われてます。もういい加減コロナは終息する

だろうという願いがかなえられなくなるのか不安です

が、皆さん工夫して感染予防して頂ければと思いま

す。以上で、スピーチを終了します。 

伊藤摩耶さんにブレザー贈呈 

 

 

青少年交換学生の伊藤摩耶です。私はアメリカのペ

ンシルベニア州のハリスバーグに派遣させていただき

ます。8月 13日に羽田から出国します。だいたい 10か

月ほど滞在させていただいて、多分楽しいことも大変な

こともあると思うので、全部吸収して良い経験になるよ

うに頑張りたいと思います。ありがとうございました。 

幹事報告 RI関係 

・地区より委嘱状（いしょくじょう）が届いております。 

登壇して会長より委嘱状をお受け取り下さい。 

地区ロータリー財団ロータリー平和フェロー委員会委

員 中島会員 

 

地区ローターアクト委員会委員 向井会員  

 

地区公共イメージ部門公共イメージ委員会ポリオデー

チーム委員 瀬古会員 

 

クラブ運営支援部門クラブ奉仕委員会委員 渡邉会員  

 

地区米山奨学部門委員 塚田会員  

 

・ロータリー財団「Every Rotarian, Every Year」クラブ

2020－21 年度と１００％ロータリー財団寄付クラブ

（2020－21年度）の地区大会 表彰品が届きました。 

 

2021－22 年度地区大会 アワード奨励賞のバナーを

頂きましたのでご覧ください。 

 



・地区大会のご案内が届いております。日時：9月 9日

（金）セルリアンタワー東急ホテル・10日（土）グランド

プリンス新高輪 本大会１３：００～ 

9日（金）RI会長代理ご夫妻歓迎晩餐会と 10日（土）

入会 3年未満会員セミナーの参加希望の方は事務局

までお知らせください。詳しくは掲示板をご覧ください。 

上野クラブ関係 

・先週配布いたしました事業計画書 行事予定表の 17

ページ 3月 6日第 6回クラブ協議会となっております

が、第 5回ですので、ご訂正下さい。名簿の行事予定

表は 23ページです。お詫び申し上げます。 

・次週 7月 18日は海の日で祭日休会です。7月 25日

の例会はビアガーデン夜間例会となります。点鐘は 18

時です。 

・新入会員杉本達哉さんの公示があります。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。 

委員会関係  クラブ親睦園部委員長 

 
クラブ親睦委員会よりご報告です。先ほど案内にあ

りましたように、今日の夜、会長・幹事を励ます会を 18

時からビューホテルで行います。出席予定の方はぜひ

いらしてください。来週は例会が無くて、再来週 7月 25

日の例会は夜間例会です。ビアガーデン例会というこ

とで、18時に一旦ここの藤の間に皆さんいらしてくださ

い。ここで例会報告をやって、点鐘してその後上に上

がって屋上でビアガーデンを行います。ご家族で来ら

れる方も呼んでいただいて、登録料は別に 7000円い

ただきます。ご家族参加の場合もおっしゃっていただけ

れば OKです。今、親睦委員会で出欠を確認中です。

ご協力お願いします。並行して 8月 8日の新入会員歓

迎会につきましても、18時から浅草ビューホテル 27階

で行います。歓迎会の出欠もとっておりますので、ちょ

っとややこしいですが返事をお願いします。三つ並行で

やっておりまして、11月 18日からの石垣島の親睦旅

行会、これはまだ予定がたたない人もたくさんいると思

うので、希望だけを聞いております。メール・FAX・調整

くんというアプリがありますので、参加する・しない・検

討中でもいいですし、コメントを書くところもありますの

で、家族行く・行かない、飛行機は自分でとるなど、コメ

ントを入れてください。旅行企画をまとめていきますの

でよろしくお願いいたします。クラブ親睦より以上です。 

向井地区ローターアクト委員 

 

地区ローターアクト委員会からの報告をさせていた

だきます。先ほど委嘱状をもらったばかりなのですが、

昨日、日曜日ですが地区ローターアクトの第一回会長

幹事会があり、その後、地区ローターアクト委員会があ

りました。ロータリアンと同じ立場になったアクトのこと

を今後どういう風になるかということでありますが、今

のところ一応登録料をもらうということで、あとは普通通

りという感じでありました。ただ、嶋村ガバナーがアクト

のところにもガバナー訪問ということをやらなきゃいけ

ないのではないかということで、今月の 24日の日曜日

に、西日暮里にある国際共立学園高校というところで、

12時半点鐘でガバナー訪問があるということです。も

しよろしかったらご参加いただければと思います。詳細

は私の方にありますので、お声掛けしていただければ

助かります。以上でございます。ありがとうございまし

た。 

地区公共イメージ部門公共イメージ委員会ポリオデー

チーム 瀬古委員 

 
公共イメージ委員会ポリオデーチーム、先ほど委嘱

状を受けさせていただきました。この委員会もすでに小

会議を含め、ほとんど ZOOMですが 5回くらい会議を

開催しております。今期、ポリオデーチームとして年度



の計画、大きく分けて 3つあります。これから順次皆様

にお願いする形になると思うのですが、ポリオデーに

向けて各クラブ例会内での募金をお願いすることにな

るかとは思います。二点目は、10月 24日に映写会が

予定されていて、映写会の後にディナー会があります。

三点目は、10月 23日、これは日にち限定ではないの

ですが、これからガバナー補佐の方から会長の方にお

話しがあると思うのですが、今のところ各クラブ単位

で、もしくは 5 クラブ合同になるかわからないですが、

街頭での募金活動を行うように話がくると思います。そ

の街頭募金の際に着用するＴシャツを今期も作成しま

して、できればこのＴシャツを着ていただきたいです。Ｔ

シャツの申し込みの締め切りは 7月 29日と迫っており

ます。来週は休会なので、できれば会長の方でご検討

いただいて、その募金に参加する方が個人で買うの

か、クラブでご購入いただけるのか、ぜひご検討いた

だければと思います。以上です。よろしくお願いいたし

ます。 

誕生日 30秒スピーチ  新保会員 7月 3日 

 

皆さんこんにちは。今度の日曜日で 52歳の誕生日を 

迎えます。最近自分で自分の歳が何歳かわからなくて、 

この間西暦で遡って計算して、ちょっと頭大丈夫かなっ 

てすごく心配しています。三年前に病気になって以降、 

いろいろと健康には気を遣っていたのですが、最近全く 

そこを気遣わなくなって、しかも最近趣味でアコーステ 

ィックギターを始めてどんどんインドアになってしまって 

います。酔っ払って家でギターを弾いて歌を歌うのはめ 

ちゃくちゃ楽しいけれど、奥さんから、「頼むから夜中に 

ギターを弾いてもいいからあなたのひどい歌だけはや 

めて！」と言われ、わかりましたということで夜な夜なや 

っています。ちょうど七月で入会5年目となりますので、 

本年度も一生懸命、また副幹事という立場ですので、 

ロータリークラブのために頑張ってまいりたいと思いま 

す。どうぞ、今後とも皆様よろしくお願いいたします。 

 

 

ニコニコボックス 

長岡会員  参院選が終わりました。松尾会員は検討 

されましたが惜しくも落選でした。今後の 

ご活躍を期待しております。 

中澤会員 毎日暑いですね。本日の例会、よろしくお願

いします。 

捧 会員 安部元総理の死去は日本の損失ですね。

今日のニコニコは前の旅行の余り分の残金

を使わせて頂きました。 

江口会員 会長・幹事様励ます会出席します。本年度

もどうぞよろしくお願い申し上げます。松尾

さん残念でした。＞＜ 

新保会員 誕生日を自祝して。また入会 5年目を迎え

ました。これからもどうぞよろしくお願いしま

す。 

（本日の合計  27,000 円） 

（本日までの累計  149,000円） 

第３回クラブ協議会 

冨坂伸吾クラブ奉仕委員長 

 

クラブ奉仕は五大奉仕の第一部門であり、ロータリ

ークラブ定款では、「クラブの機能を充実させるため

に、クラブ内で会員がとるべき行動に関わるものであ

る」と記述されております。 

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 

８月 １８日 中島会員  １９日 中村会員 

２０日 冨坂伸吾会員 ３０日 冨坂和弥会員 



当クラブのクラブ奉仕は、クラブ運営・クラブ親睦・会

員増強・職業分類・ロータリー情報の各委員会で構成

されています。 

クラブの管理・運営面に於いて、長岡会長の「地域

から、社会から必要とされるクラブになろう」という会長

方針の実現に向け、会員のみなさんと共に会長幹事に

協力していきたいと考えております。 

永井クラブ運営委員長 

 

基本方針 

 クラブ運営委員会は、クラブ奉仕委員会の所属委員

会として、プログラム・出席・IT会報の３部門を軸とし、

関連委員会とより緊密な協力のもと、会員の皆様にと

って、より魅力のあるクラブとなる様にクラブ運営に努

めて参ります。 

 また、今年度の会長方針であります 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」を念頭に置いて、この方針に

沿ったプログラムの企画を実施していきたいと思いま

す。 会員の皆様のご理解とご協力をよろしくお願い申

し上げます。 

１.プログラム 

魅力のある例会プログラムの実施が、クラブ運営委員 

会の最も重要な活動と考え、以下に掲げる卓話プログ 

ラムを実施していきたいと考えています。 

① 当クラブ会員による卓話や紹介による卓話 

② 当クラブの地域において、地域に密着した活

動をされている方々の卓話 

③ 地区委員による卓話や当クラブのイベント等

の報告、地区や地区内の他クラブの活動状

況の報告 

上記以外でも、時節に応じて適切な内容の卓話を実施

していきたいと思います。卓話講師を依頼された会員

の皆様のご協力をお願い申し上げます。 

２.出席 

クラブ運営委員会は、出席率の維持向上のため、前年 

度より引き続き以下の施策により、出席率の維持向上 

を図りたいと思います。 

① 欠席した理由を尋ね、メークアップを推奨する 

② 模範的な出席記録を持つ会員を讃える場を

設ける 

③ 出席率が会則に抵触する会員に対しては、

個別に面談を行い出席を促す 

３.IT・会報 

クラブ会報とホームページは、ロータリークラブの情報 

の伝達や、会員相互のコミュニケーションを図り、情報 

の共有に必要不可欠なものです。前年度より引き続き 

以下の施策を実施していきたいと考えております。 

① 週報の内容を維持した上での更なる作成コス

トの削減 

② ホームページのタイムリーな更新 

新保会員増強・選考委員長 

 
会員増強基本方針 

クラブ活動の根幹である会員数の増強は早急な課題

であり、会員全員が強い意識を持って取り組んでいか

なくてはなりません。新入会員を増やすと同時に、既会

員の維持に努めることも必要不可欠です。クラブに新

しい風が吹き、現会員の経験と相まってこそクラブがよ

り一層、活性化していきます。 

本年度、長岡会長は「地域から、社会から必要とされる

クラブになろう」という方針を成就すべく、１０名の会員

増強を目標に掲げております。会員ひとりひとりがロー

タリアンとしての誇りと会員増強への強い意識を持っ

て、入会候補者に積極的にアプローチし、会員増強を

行なっていきます。皆様のご協力をお願い申し上げま

す。 

1会長方針に従い、１０名の会員増強を目指す 

2 ロータリアンになることへの誇りと具体的メリットを明

示する 

3職業分類の未充填の業種を勧誘する 

4 例会やロータリー活動を通じ、常時会員増強を話題

にし、会員ひとりひとりの意識が高まるようにする 

5入会候補者をゲストとして例会に招待し友好を深める 



6 前年度実施した「オープン例会」に招いた約２０名の

入会候補者をフォローする 

7 退会防止の為にも会員全員が楽しく例会や行事を通

じて親睦が図れるように常に気を配る 

会員選考委員会基本方針 

会員の選考にあたっては、候補者のロータリアンとして

の適格性を十分検討することが重要です。会員選考委

員会では、職業分類委員会・会員増強委員会・推薦者

と連携し、推薦された入会候補者の資質の迅速な選考

を行い理事会に報告いたします。 

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。 

園部クラブ奉仕委員長 

 
いよいよコロナ禍による行動制限が終わり、本来の

活動を再開できるようになりそうです。私たち、クラブ親

睦委員会は、会長方針である「地域から必要とされる

ロータリー」を目指した奉仕事業を活発に実行できるよ

う奉仕の根幹となる親睦を充実させるようがお手伝い

いたします。会長幹事を励ます会・新入会員の歓迎

会・親睦旅行会・クリスマス忘年家族会を予定しており

ます。下半期も観桜例会・コンサート後の懇親会・最終

夜間例会を予定しております。その他料理を楽しむ会

等を 2カ月に 1回くらい希望者を募り行いたいと思い

ます。 

瀬古職業奉仕副委員長 

 

ロータリーの目的は、世の中に日々の仕事を通して

地域社会に貢献するために、奉仕の心を育て向上させ

ることです。職業倫理を重んじ、職業道徳の向上を学

べる機会を作りたいと思います。 

１， 新入会員入会時、ロータリー情報委員会に協力を

する。 

２， 職業奉仕フォーラムを開催し職業奉仕への理解を

深める。 

３， 家庭集会等、職業奉仕をテーマでの開催 

鈴川社会奉仕委員長 

 

基本方針 

社会奉仕委員会は、地域が今本当に必要としている社

会奉仕活動を行う事により地域の役に立つクラブにし

たいと考えております 

今年度はガバナーの信条である「ロータリーの未来の

為に行動しよう」に基づき 

そして会長が提言されている「何がロータリークラブに

求められているのか？」を考えて合わせた事業を計画

致します 

① 地域の皆様又は近隣クラブのご協力を仰ぎながら

上野駅前での献血活動を計画します 

② コンサート企画委員会が行うコンサート活動の実

施に協力をしていきます 4/13予定 

③ 地域の社会奉仕活動に必要があれば協力・参加

を致します 

④ 2580 地区の行う社会奉仕イベントへ積極的に協

力・参加を致します 

⑤ 環境保全の勉強会を開催し町の清掃活動や水辺

の清掃活動を行いたいと思います 

塚田国際奉仕委員長 

 
基本方針 

本年度会長方針は、「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」です。本年度、国際奉仕委員会では、洞察力を持
ち、使命感を自覚し、熱い情熱で次の活動を実施致し

ます。 



1.ロータリー財団事業 地区補助金、グローバル補助

金を活用した国内外姉妹クラブとの共同事業の構築 

2.米山奨学事業 

事業の意義の理解啓蒙、寄付金の働きかけ 

3.メルボルン国際大会 

オンツーメルボルンの PR、参加者の募集 

4.中国作文コンクール 事業内容の理解と推進 

中島青少年奉仕・RAC委員長 

 
今年度、女性初の RI会長が誕生します。ジェニファ

ー・ジョーンズ会長は「Imagine Rotary（イマジン・ロー

ターリー）」というテーマで、「多様性、公平さ、インクル

ージョンを最優先し、変化を受け入れることは新しいク

ラブのモデルを受け入れること」とし、国際ロータリー

2580地区嶋村文男ガバナーは「Take Action for 

Rotary Future:ロータリーの未来のために行動しよう。

Reach Out for World Peace（世界の平和の為に手を差

し伸べよう）」を発表しました。これを受け、東京上野ロ

ータリークラブ会長方針は「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」です。当委員会でもこれらの方針に沿っ

て活動してまいります。 

青少年奉仕活動は指導力養成活動、社会奉仕プロ

ジェクト及び国際奉仕プロジェクトへの参加、世界平和

と異文化の理解を深め育むプログラムを通じて、青少

年並びに若者によって好ましい変化がもたらされること

を認識するものであります。 

当委員会の年間活動計画は下記の通りです。 

・5月の第 7回クラブフォーラムの開催 

・ローターアクトと共にボランティア活動に参加 

・ローターアクトクラブの会員増強に支援協力 

・ローターアクトクラブ RAC5周年記念式典の開催 6/8 

・各事業に青少年交換留学生及び平和フェローを招待 

・ローテックス、インターアクト、RYLA、青少年交換、平

和フェローの活動情報を会員に周知し、知識を高めて

もらう 

・クラブ事業で青少年奉仕に関連するものには積極的

に参加協力する 

 

三輪公共イメージ向上委員会副委員長 

 

今年度、長岡会長方針「地域から、社会から必要と

されるクラブになろう」の下、委員会一同地域社会奉仕

コミュニケーションサービスの充実した活動を行い、ロ

ータリークラブの知名度向上に努めたいと思います。 

今年度の活動計画 

① クラブ単独での献血活動 

② 長岡会長が理事長を務める上野観光連盟行事

への参加 

③ 押見委員の湯島天満宮への行事参加 

次回の例会 ８月 1日（月） 

第 1回クラブフォーラム＜クラブ奉仕＞ 

冨坂伸吾クラブ奉仕委員長 

本日の例会  7月 25日（月） 

夜間例会（ビアガーデン） 

上野精養軒 １８：００点鐘 

未来へつなぐ国立劇場プロジェクト 

初代国立劇場さよなら公演 

常盤会員より 9月 23日（金・祝日秋分の日）

の国立劇場さよなら公演を会員の皆さんに是

非見に来てほしいとのお願いがありました。チ

ケットは花柳基舞踊稽古所で手配いただける

とのことですので、クラブ内で希望者を募りた

いと思います。希望者は事務局までご連絡くだ

さい。 

日時：2022年 9月 23日（金） 

開演時間：午後 2時開演（午後 5時 35分終

演予定） 

等級別料金  

(税込) 

 １ 等席  9,000円 （学生 6,300円） 

 ２ 等席  6,000円 （学生 4,200円） 

 ３ 等席  3,500円 （学生 2,500円） 

詳しくは掲示板をご覧ください。 



7月 11日（月）会長・幹事を励ます会 風景 

浅草ビューホテル 27階「唐紅」にて１８：００～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ポリオTシャツ購入のお願い 

今年度各クラブのご協力の下、2022年10月23日に公共

イメージ委員会が実施致します世界ポリオデー2580の

当日、ポリオTシャツを着て街頭募金活動をしていただく

ことをお願い致しました。 

ロータリアンにこのTシャツをご購入していただき、ロータ

リーファミリー、ローターアクト、米山奨学生、学友のみ

なさまも着用し、共に街頭募金活動していただけますよ

うに、よろしくお願い申し上げます。 

価格：1,700円/枚サイズ：S・M・L・XL 

発注書：別添      事務局までお知らせください 

申し込み期限：2022年 7月 29日（金） 


