
 

 

 

 

 

 

 

 

会員増強・新クラブ結成推進月間     １６５６回例会 ８月１日  NO.1646

 

 

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 夏」 

４つのテスト 唱和 

RAC  岩田ワレス興治会長・園部真理さん・鄭 暁麗

さん 

夫人  長岡志保様・中澤晴美様・石垣洋子様・加藤春

水様・園部実枝子様・柴田けい子様・渡邉恵美様 

米山奨学生 朱 夫誠さん        （合計 11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 7月 4 日修正出席率 

43（39） 26（2） 71.79％ 72.5％ 

ソングリーダー  向井会員 

 

長岡会長 報告 

 

本日は 3 回の例会となります。コロナ感染者が増えて

おります。まさかの第 7波に突入しております。国・都よ

りの要請が出ましたらもちろん従いますが、それ以外

は今まで通りハイブリット例会で通常通り例会を行いま

す。ご自身の判断で例会にご参加ください。 

先日の会長・幹事を励ます会では皆様より暖かいお言

葉をありがとうございます。皆様にお渡しした「ロータリ

ークラブに入ろう」の本はお読みになりましでしょうか？

｛あなたの人生に最後の友人を、ロータリーの価値観

を人生に生かそう、一歩足を踏み入れると良い事があ

る｝と帯に書かれている言葉です。入会の候補者にロ

ータリーの素晴らしさを伝えるのにこの本が役に立つと

思いますのでご活用ください。会員増強、今年度 10 名

の目標の中で残り 8名です。一人が一人をご紹介お願

いします。 

本日は 3 年ぶりのビアガーデン例会を皆様と共に楽し

みたいと思います。 

幹事報告 RI関係 

・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。 

・第３回RYLAセミナー受講生ご推薦のお願いのチラシ

が届いております。 

メールボックスに入れてありますのでご覧ください。 

・ポリオ T シャツの申し込みが迫っております。ご希望

の方は事務局までお願いします。 

上野クラブ関係 

・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。 

演目など詳しくは掲示板をご覧ください。 

・2021－22年度の皆出席者の表が掲示してあります。

ご不明な点は事務局までご連絡ください。 

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。 
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2022～2023 年度会長方針 

前回の例会報告７月２５日第 1655 回例会 

 



委員会関係  クラブ親睦園部委員長 

 

クラブ親睦委員会です。本日のビアガーデン例会です

が、閉会点鐘後、屋上のビアガーデンに上がっていた

だきます。先ほど親睦委員会で会場を確認してきまし

た。4人席と 6人席がありますが、本日ご夫婦ペアで

来られている方は座席を予め決めさせていただいてお

ります。それから会長、副会長、幹事、次年度会長の

席も決めさせていただいておりますので、三輪副委員

長が誘導させていただきますので、その通りお座りい

ただければと思いますのでご協力をお願いいたしま

す。もう一つ、8月 8日の新入会員歓迎会は、18時か

ら浅草ビューホテルで行われます。その前に 16時から

研修があると思います。現在 27名の出席予定をいた

だいておりますので、よろしくお願いいたします。 

塚田ロータリー情報委員長 

今、園部親睦委員長からご案内がありましたけれど

も、8月 8日 16時より新入会員オリエンテーションを

開催いたします。新入会員の皆様と入会 3年目までの

皆様が対象になりますので、多数の参加をお待ちして

おります。よろしくお願いいたします。 

誕生日 30秒スピーチ  大瀧会員 7月 3日 

 
皆さんこんにちは。今日は野口さんが、本当はいつ

も 2日早いのが僕よりいるわけだったんですけど、今

日は休みみたいで。 

あと 3日、28日で 80歳の壁に入ります。いや～８０

歳！本当に 80年間生きてきたのかなと思っちゃうんで

すよね。最近すごくそういうことを考えるようになりまし

た。そのうちの 40年、まあ 1月の 14日で 40年になる

んですけど、40年は上野ロータリーに在籍したというこ

とでございます。随分お金も使わさしていただきまし

た。 

昔のことを最近よく思い出すんですけどね、今思い

出すと 39年前の今頃に上野ロータリークラブが出来る

よっていう話を北から聞いたり、浅草から聞いたり、

色々話をしました。で、いよいよそれが 11月の 26日

だと思います。上野東天紅で 35名で設立準備委員会

というのをやりました。翌々月の 1月 14日に 38名の

上野の会員で創立総会が無事に終わりまして、その月

の 1月 30日に RIの承認を得まして、上野ロータリー

クラブというものが出来上がりました。その年の 9月の

10日ですか、メンバー64名、ご婦人方、その他参加を

予定している方たちを入れると全部で 1200～1300人

の登録があったと思います。その頃、大変な人数だと

思いました。場所は、東京プリンスホテルです。ま、そ

んなことを最近思い出すことばっかりでね。これから新

しいことをどんどん思い出さなきゃいけないんですけど

ね。そういうことばっかり思い出すようになりました。 

何か新しい遊びでも出来ましたらぜひ教えていただ

きたいと、今まで 39年間に入りましたけど、ロータリー

は本当によく遊ばせてもらいました。遊ぶ仲間が昔いっ

ぱいいたんです。もう年がら年中ロータリーの例会に

出てくるか、遊びにくるか、一番家で言いやすいのはロ

ータリーの会合があるからです。出ちゃうのが一番家も

出やすかったんですね。これから皆さんも楽しいお仲

間をお作りになって、せいぜい何十年とお楽しみいた

だければと思います。今日はありがとうございました。 

ニコニコボックス 

長岡会員  3年ぶりのビアガーデン例会楽しみましょ

う。 

中澤会員 先日の会長・幹事を励ます会ありがとうござ

います。 

８月 該当者なし 

 

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 



永井会員 7月 14日に私の長男の重人が婚姻届けを

提出し結婚しました。娘が１人増えました。

コロナの影響もあり、結婚式等は未定です

が、２人とも仲良く幸せになってくれれば嬉

しいです。 

大瀧会員 あと３日、２８日で８０才の壁に入ります。複

雑な気持ちです。誕生日を自祝して。 

園部会員 阿部さん、東京湾のアジ釣り楽しかったで

す。４１ｃｍの大物を釣らして頂きありがとう

ございます。 

阿部会員 おととい４２センチの大アジを園部さんが吊

り上げました。 

水門会員 今日は例会のみの参加となります。皆様楽

しんで下さい。 

柴田会員 今日、妻の５９回目の誕生日です。思い出

の上野でこの日を迎えられ嬉しいです。 

☆３年振りのビアガーデン例会です。楽しみましょう。 

木村会員・中村会員・冨坂伸吾会員・向井会員・新保 

会員・山本会員・尾中会員・加藤会員・塚田会員・髙野 

会員・渡邉会員 

鈴川会員 今日、良い天気に恵まれたビアガーデンと

なりました。パァーと行きましょう。＋☆ 

（本日の合計  135,000円） 

（本日までの累計  284,000円） 

ビアガーデン例会風景 

RAC上期分活動費 

上期分の活動費を岩田会長にお渡ししました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日の例会 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 

次回の例会  ８月８日（月） 

イニシエーションスピーチ 

柴田 良彦会員 5月 9日入会 

紹介者 長岡会員・中澤会員 

水門 竜哉会員 6月 6日入会 

紹介者 冨坂伸吾会員・木村会員 

 

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。 

東京上野ローターアクトクラブ8月第一例会 

「日本人の面白い苗字」のご案内 

 平素よりお世話になっております。東京上野ロー

ターアクトクラブ8月第一例会のご案内をいたしま

す。 

 本例会では、東京上野ロータリークラブの尾中哲

夫様を講師にお呼びし、日本人の苗字に関する卓

話をしていただきます。 

 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。 

  また、懇親会に関しては、新型コロナウイルス

感染状況をふまえて、開催できる場合には改めて

ご案内いたします。 

【日時】   2022年8月13日（土） 10:30〜11:30 

（登録開始10:15） 

【開催場所】下谷神社 社務所 

(東京都台東区東上野3-29-8) 

【登録料】RC:1,000円 RAC,ビジター: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、8月11日（木）までに下記

登録連絡先にご連絡下さい。 

【登録連絡先】東京上野 RAC 幹事 棚村瑞貴

(tokyo.uenorac2580@gmail.com) 


