
 

 

 

 

 

 

 

 

会員増強・新クラブ結成推進月間     １６５７回例会 ８月８日  NO.1647

 

 

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 

米山奨学生 朱 夫誠さん        （合計 1名） 

■出席報告       （会員 45名内出席免除 6名） 

会員数 出席者 出席率 7月 11 日修正出席率 

45（42） 24（4） 66.67％ 76.92％ 

長岡会長 報告 

 

大変暑い日が続いております。コロナ陽性者もどん

どん増えて、当クラブメンバーも数人が陽性になってい

ます。多分、皆さんの回りにも第 6波までと違う感染拡

大を感じているのではと思います。どうぞ工夫をして、

感染予防をして頂ければと思います。 

今後の例会については、国・都からの自粛要請や緊

急事態宣言等出ない限り、現在のハイブリッド方式で

例会は行います。リモートかリアル出席か自己判断し

て頂き、いずれかの形でご出席ください。 

さて、昨日で上野の夏祭りが終わりました。7/16土

～31日まで 2週間、水上音楽堂を中心に様々なイベ

ントが開催されました。出演者の中に陽性者が出て中

止になったイベントもありましたが、それぞれ工夫して

開催されました。コロナ前の大きなイベントは、中央通

りで行われていた夏祭りパレードがありました。これ

は、1982年の東北新幹線開通を記念して東北のお祭

り、青森ねぶた、秋田竿灯、岩手さんさ、山形花笠等に

出演して頂き、大変見ごたえがありました。しかし、

徐々に一つ抜け二つ抜け、ここ最近はコンセプトもばら

ばらで寄せ集めの様な形になってしまったので見直し

をしていきます。予定では、時代の流れに乗ってデジタ

ル掛軸、プロジェクションマッピングを不忍池に照射し、

不忍池全体にお客様を呼び込むことを考えています。 

また、今年は中国との国交正常化 50周年であり、そ

の記念で来日したパンダ ランラン・カンカンから 50年

の記念の年でもある。現在は、昨年生まれた双子のシ

ャオシャオ・レイレイを含め５頭のパンダがいます。上

野観光連盟では、10/26～30日まで上野の山で、パン

ダ 50周年記念の大々的なイベントを行います。そこ

に、できれば東京上野ロータリークラブのブースを出展

し、公共イメージアップを図る事業を行いたいと考えて

います。 

第 2回理事会報告 

審議事項 

・新入会員候補者 根本裕司氏について 

・２３－２４年度ガバナー補佐、分区幹事への推薦候補

について  継続審議 

・地区大会会費値上げに伴う追加徴収について 

・ミニオープン例会 新入会員候補者登録料の件につ

いて  登録料は無料で。 

・上野精養軒 例会会場変更について 3階と 2階 

協議事項 

・第２回クラブフォーラムについて９月１２日 

報告・連絡事項 

・島村ガバナー訪問について ９月２６日(月) 

・ガバナー補佐訪問について ９月１２日(月) 

・懇親旅行会及び石垣 RC との姉妹クラブ提携調印式

Rotary Club of Tokyo Ueno weekly Report 

東京上野ロータリークラブ 
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『地域から、社会から必要とされるクラブになろう』 
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2022～2023 年度会長方針 

前回の例会報告８月１日第 1656 回例会 

 



について  １１月１８日(金) 

・中国作文コンクール表彰式の件８月２日(火) １１：００

～１９：００ 

・オープン例会について  ８月２２日(月) 赤木孝夫氏 

・本日は入会式を行います。根本裕司（ひろし）様前に

お越しください。 

推薦者は園部会員・中島会員です。職業分類は医療

機器販売です。 

根本裕司様よりご挨拶 

 

ご紹介いただきました根本裕司と申します。まずは、

この伝統ある東京上野ロータリークラブに入会させて

いただきまして、どうもありがとうございます。私の社業

は医療機器の製造販売を行っており、本社が本郷にご

ざいます。国内に千葉と新潟の方に工場があり、主に

外科用の手術で使うような医療機器を扱っておりま

す。また、私の父に関しましても以前こちらのクラブの

会員としてお世話になっておりましたので、何かご縁を

感じております。私自身はこういった伝統あるクラブに

入会させていただくことが初めてなので、何かと勝手が

わからないことがあるのですが、本日より会員としてし

っかりと努めて参りますし、自己成長に繋がればと思

いますので、皆様どうぞよろしくお願いいたします。 

推薦者園部会員より一言 

推薦者の園部です。私と中島会員との二人の推薦

です。私が根本さんを推薦しようと思ったのは何年も前

のことですが、ゴルフの会でよくお会いしました。一番

最初はみずほ銀行の本郷支店のみずほ本郷会で千

葉の総成カントリーで一緒の組になりました。その後、

それ以外にも日本医療機器協会の理事に入り、今村

理事長の元で理事会が行われ、今も私と中島さんが

理事に入っています。根本さんは、副理事長ということ

で活躍されており根本さんのお父さんのこともありまし

たし、医療機器業界での青木さんや保木さんもお亡く

なりになるまで入っておりましたので、ご縁を感じ、ま

た、放っておいたら本郷ロータリークラブに入れられち

ゃいそうなので上野ロータリークラブに推薦させていた

だきました。どうぞよろしくお願いいたします。 

入会式  杉本達哉様前にお越しください。 

推薦者は長岡会長と冨坂伸吾会員です。職業分類は

皮革・袋物及び鞄卸売です。 

杉本達哉様よりご挨拶 

 

皆様こんにちは、ご紹介いただきました杉本達哉で

ございます。歴史ある上野ロータリークラブに入会させ

ていただきましてありがとうございます。年齢は冨坂伸

吾くんと同じ、昭和 42年生まれで今年 55歳になりま

す。職業は、京都に本社がございましてハンドバッグの

メーカーで製造販売をしております。東京の方の事業

所は蔵前の方と広尾の方に事業所がございまして、普

段は広尾の事業所に出社しております。住まいは白山

にございます。息子 3人、妻 1人という家庭です。長岡

会長にもラブコールをいただきまして、今千葉カントリ

ークラブで会員をさせていただいておりますが、こちら

にもお誘いいただき入会させていただくことになりまし

た。皆様と一緒に社会の発展・日本の発展に貢献して

いきたいので、ぜひご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い

いたします。 

推薦者長岡会長より一言 

杉本達哉さんをご紹介させていただきます。杉本さ

んは元々青年会議所で一緒になって以来、30年近く

のお付き合いがございます。白山に住まわれる前、千

駄木に住んでいて自分と同じように息子 3人がおり、

また、現在は千葉カントリークラブでゴルフを切磋琢磨

しております。ずっとラブコールをしており今日念願が

叶い、大変嬉しく思っております。お仕事の方は京都に

本社がある創業 309年の超老舗の 12代目の当主で

す。本業以外にも不動産をやっており、素晴らしいご活

躍をされております。今後の上野ロータリークラブでの

活躍も期待して、ますます我がクラブの発展に寄与し

てくれるものと確信しておりますので、皆様よろしくお願

いいたします。 



幹事報告 RI関係 

・R財団よりウクライナ支援寄付の確定申告用の領収

書が届いております。メールボックスに入れてありま

す。 

他クラブ関係  例会変更は掲示板をご覧ください 

上野クラブ関係 

・皆出席アテンダントバッチ贈呈を行います。３８年 阿

部会員  ２７年 木村会員 ２４年 加藤会員  ２０年 

園部会員・大野会員 １７年 山下会員 １４年 向井

会員・渡邉会員 １３年 塚田会員・山本会員 １１年 

冨坂伸吾会員 ９年 永井会員・長岡会員 ７年 瀬古

会員・鈴川会員 ５年 佐谷会員 ４年中澤会員・新保

会員 ２年 三輪会員・上野会員代表で木村会員一言

お願い致します。 

皆出席者代表挨拶 木村会員 

 

ここ何年かは歳も歳なので病が多くなり、3.4年前か

ら少し繰り返して休んでおりましたが、今回去年あたり

からやっと出てこられるようになりました。それと同時に

なかなか皆様とお話しする機会も少なくなってしまいま

したが、こうやって皆様の顔を見られることが非常に嬉

しく思っておりますので、これからもずっと例会には出

席したいと思っております。もともと 37年のメンバーで

すが、ここ 7.8年休んだりしていたのでやっと戻ってこ

られました。ありがとうございます。ぜひ皆様も例会と

いうのは出席することがロータリーの義務です。ロータ

リーを活性化させるためには、皆様全員が例会に出て

いただけるようにと思っています。入会した当時はほと

んど、90％以上の方が出ておりましたが、ここ何年か

は 60％台と少なくなってきましたので我々古いメンバ

ーとしては寂しい感じがしております。ぜひ、今日来て

いる方は欠席しないよう、楽しいクラブにしていただけ

るようにと思っております。僕は段々耳が遠くなってし

まったので、皆様とお話しすることが難しくなってきてし

まいましたが、これからも色々なことのお話しを伺いな

がら楽しく日々を過ごしていきたいと思っています。私

を忘れずに、ぜひ声をかけていただければありがたい

です。今日は本当にありがとうございました。 

委員会関係  特になし 

ニコニコボックス 

東京浅草中央 RC太田冨美夫様 ゴルフ仲間がロータ

リークラブに入会されたとの事でお祝いに

きました。杉本達哉さんおめでとうございま

す。又、長岡さんいつも美味しい肉を頂き

ありがとうございました。 

東京江北 RC 影山幸一郎様 杉ちゃんロータリーご入

会おめでとうございます。応援しておりま

す。楽しんで下さいね！秋のゴルフも楽し

みにしております。 

長岡会員  本日は、杉本達哉さん、根本裕司さん東 

京上野ロータリークラブご入会、誠におめ 

でとうございます。心より歓迎申し上げま 

す。今後のご活躍を期待しております。 

大瀧会員 前年度の SAA打ち上げ食事会冨坂委員

長ごちそう様でした。当日私の誕生日パフ

ォーマンスでバカラのグラス、きれいな花、

ケーキ、阿部さん、冨坂さん、新保さん、日

置さん沢山頂戴しうれしい一晩でした。又、

長岡会長ごちそう様でした。 

捧 会員 猛暑が続いています。夏季休暇中に緑内障

手術で入院するかもしれません。病室で避

暑生活も良いかもしれませんね。 

野口会員 先週誕生日祝を送っていただきありがとう

ございました。暑さに負けずに！！ 

☆本日、杉本達哉さん、根本裕司さんお二人が入会さ 

れます。おめでとうございます。宜しくお願い致します。 

中島会員・渡邉会員・鈴川会員 

園部会員 来週からのクラブ親睦委員の仕事宜しくお

願いします。＋☆ 

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 



山下会員 長岡会長・中澤幹事１年間宜しくお願いしま

す。＋☆ 

向井会員 コロナ対策、暑さ対策と大変ですが皆様お

気をつけ下さい。＋☆ 

冨坂伸吾会員 太田さん、影山さんご来会いただき、

ありがとうございます。＋☆ 

瀬古会員 久しぶりにニコニコの報告をさせて頂きまし

た。＋☆ 

上野会員 お暑い日が続きます。会社の夏休みまで後

8日です。頑張って乗り切ります。＋☆ 

（本日の合計  70,000円） 

（本日までの累計  354,000円） 

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 

 

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・ロータリー情報の五つの委員会で

構成されております。本日はその五つの委員会により

フォーラムを進めていきたいと思います。 

２週間前にクラブ協議会が開催されたばかりで、そ

の協議会の中で各委員会の事業計画の発表が行わ

れております。本日はフォーラムでありますので、各委

員長には会員の皆様から活発な意見を頂けるようにと

お願いしてあります。 

それではこれより、クラブ奉仕フォーラムを開会致し

ます。 

永井クラブ運営委員長 

 
プログラム  

例会プログラムについてですが、会員の皆様にとって

如何に魅力的な卓話プログラムを実施出来るかが最も

重要な活動と考えております。また、今年度は会員増

強活動の一環として、ミニオープン例会を卓話が実施

可能な月は、月に一回実施していく予定となっておりま

す。8月 22日を第 1回として、10月・11月・1月・2月・

4月・5月・6月の計 8回を予定しております。 

ミニオープン例会は、入会候補者の拡大を主な目的と

して実施されるものであります。そのためにいつもより

さらに楽しく、為になる、一味違う卓話プログラムを実

施したいのですが、クラブ運営委員会だけで手配する

には力不足な感が否めません。そこで、幅広い交友関

係をお持ちの会員の皆様に、魅力ある卓話者をご紹介

くださいますようお願い申し上げます。また併せて、会

員の皆様にはミニオープン例会時に入会希望者をお

誘いくださいますようお願い致します。 

その他の通常卓話につきましては、基本的に会員の皆

様にお願いしていく予定です。 

2．出席についてですが、未だにコロナウイルスの感染 

状況が悪化しており、例会への出席に不安がある会員 

の方もいらっしゃると思います。当クラブの例会は、皆 

様ご存知の通りハイブリッド例会を実施しておりますの 

で、ウェブでの例会への参加をお願い致します。また、 

どうしても欠席せざるを得ない場合はメークアップをし 

ていただきますようお願いいたします。 

3．ＩＴ・会報 

まず、会報についてですが、会員の皆様に正確な情報

を伝えるために会長報告や各委員会報告または会員

の皆様の卓話の原稿を、Word もしくは Excel等のデー

タで事務局までお送りください。また、ホームページに

ついても、各委員会やゴルフ同好会がイベント等を実

施する場合は、活動の様子等の写真をぜひ事務局ま

でお送りください。ホームページを随時更新し当クラブ

の活動を紹介していきたいと思います。 

会員の皆様のご協力をよろしくお願い申し上げます。 

園部クラブ親睦委員長 

 



フォーラムでは、親睦行事の中で現在準備中の行事

について報告し、皆さんのご意見をお聞きしたいと思い

ます。 

 まず、直近の行事では「新入会員歓迎会」が来週 8

月 8日（月）に浅草ビューホテルで開催予定です。出席

表明されている方は 27名です。 

 11月の親睦旅行会については、11月 18日～20日

の日程で皆さんにアンケートを取らせていただきまし

た。現在のところ参加意思がある会員 18名とその家

族 6名で 24名の参加希望者がありました。ゴルフ希

望が 10名でした。航空会社指定や延泊希望など様々

ありますので、石垣までの往復航空券は各自手配して

いただき、18日の昼食から参加するか石垣ロータリー

との締結式例会から参加するようにしました。石垣と小

浜島のホテルや観光手配を宮本会員に依頼し旅行プ

ランを作ってもらいます。その後に改めて 8月中に参

加申し込みを募りたいと思います。 

 9月からの「グルメを楽しむ会」については、9月下旬

にイタリアンレストラン人気店を予約を試みています

が、予約状況によって中華か和食で考えています。12

月には京橋のフレンチレストランを予定しています。 

 12月の忘年家族会についてはまだ白紙ですが、今

年度はコロナの行動制限が無いように家族と共に楽し

める会にしたいと思います。 

新保会員増強・選考委員（代読） 

皆さん、会員増強委員長の新保です。先日のクラブ

協議会でもお伝えさせて頂きましたが、本年度は、

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」というスローガンの

もと、長岡会長は会員増強 58名体制という重点項目

を掲げています。そしてそれに先駆けて「まずは１０名

の会員増強を」ということで、今年度は既に根本さん、

杉本さんの２名がご入会され、残り８名の会員増強を

目標としています。 

１．会員増強にあたっては、何よりも会員一人ひとりが

常に会員増強に対する強い意識を持つこと、そして入

会される、されないに関わらず、思い当たる方にお声

掛けをすることが会員増強の第一歩だと思います。先

ずは入会資格のある方を想像して頂き、お声がけをし

て頂きたいと思います。 

２． 次に、前年度に開催しましたオープン例会にお 

越しになられた方のフォローアップもお声がけしていた

だいた担当の会員の方とよく話し合って進めていきま

す。 

３． そして、今年度は著名な卓話者をお招きしてミ 

ニオープン例会が 8 回予定されています。担当のクラ

ブ運営委員会と連携して、より多くの候補者の方に来

ていただけるよう進めて参ります。是非皆様も入会候

補者をお誘い頂きますよう積極的なお声がけをお願い

します。 

４． 最後に会員増強にあたっては、退会防止も重 

要な課題の一つです。長年ロータリーを経験されてき

た諸先輩たちから学ぶことは沢山あります。また、上野

ロータリークラブにとってなくてはならない存在です。そ

して日頃から諸先輩たちと交流を図れる場は月曜日の

例会です。是非、私を始め、若いロータリアンは日頃の

例会においても、毎回同じ方と座るのではなく、諸先輩

たちと積極的に関わって頂き、その事も退会防止につ

ながっていく一つだと思います。 

結びに、今４点ほど挙げさせて頂きましたが、私がジタ

バタしても何にもなりません。会員皆様お一人お一人

のお力をお貸し頂き、より良い会員増強が行えますよ

うご協力をお願いします。 

山下職業分類委員長 

 

職業分類委員会は、１年目は委員、２年目は副委員

長、３年目は委員長の順で３年間継続して所属しま

す。これを３年委員会と称します。因みに R情報委員

会も３年委員会です。 

今年度 長岡会長は会員増強を大きな目標に掲げて

おります。 

会員増強によるクラブの発展と奉仕活動の活性化を

目指し、会員増強委員会と連携して、職業分類を整備

し、地域の産業を反映した特色を生かした分類表の作

成に努めたいと思います。 

・未充填の職業分類の職業を確認する。 

・新入会員に適応した分類作りを行う。 



・会員が希望する分類が生じた場合は、新たに職業分

類の作成に取り組む。 

 

向井 R情報副委員長 

 
本日、塚田委員長に朝方、お電話で確認しました

ら、とても、お元気でなにも症状がないとのことでした。

ご報告します。ロータリー情報では、2回の家庭集会を

予定しております。又、ロータリーの友を 3回程度の読

み合わせを計画しております。先ほど、園部クラブ親睦

委員長よりご紹介ありました、来週 8日の 4時浅草ビ

ューホテル 3階にて研修会を行います。本日ご入会の

根本会員、杉本会員をはじめ、柴田会員、水門会員、

上野会員他入会 3年未満の方々はご出席ください。 

国際ロータリーも色々と変わろうとしております。ど

のように変わり、どこに向かっているのか一緒に勉強し

ていきたいと思います。宜しくお願いします。 

長岡会長終わりの言葉 

第 1回目のクラブ奉仕のフォーラム、一方通行でし

たが内容は濃かったかと思います。今年度の最重要

重点目標は、会員増強でございます。最終目標は 58

名ですが、今期は 10名としております。本日 2人ご入

会いただき現在 45名となりました。残り 11か月の中

で、53名を達成したいです。特別会費をとらなくても良

い人数が 58名なので今から数えて残り 13名の会員

増強となります。今日も皆様からご報告がありました

が、特に親睦委員会では、今年はグルメの会を考えて

おります。これは会員に限らず、入会候補者の方もお

呼びしたいと考えております。普段なかなか予約をとれ

ないお店や、個人的には行きづらいお店をチョイスして

いただければと思います。また、ぜひクリスマス例会に

関しては、まだ話はでていませんが、家族を呼んでい

ただければと思いますのでよろしくお願いいたします。 

永井クラブ運営委員長にはオープン例会、素晴らし

い講師を呼んで行っていただく予定です。山下職業分

類委員長は予定通り会員増強をされた場合には、新た

な職業分類が必要になると思われるので、よろしくお願

いいたします。ロータリー情報委員会は、「ロータリー

の友」の読み合わせも有効だと思うので実現してほし

いです。よろしくお願いいたします。以上をもちまして、

本日のクラブフォーラムを終わります。皆様ありがとう

ございました。 

 

 

新入会員 根本裕司会員と 

 

新入会員 杉本達哉会員と 

 

次回の例会 ８月２２日（月） 

ミニオープン例会 

演題「私とミスタージャイアンツこと長嶋茂雄氏

との秘話」 

元日本テレビ放送網アナウンサー  

赤木 孝男氏 （紹介者 尾中哲夫会員） 

本日の例会  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) 

8月 2日 （火）  ㈱ベーシックシステムにて 

【ご報告】中国高校生作文コンクール表彰式（WEB） 

本日定刻通り 11時にスタートし 19時 30分無事表彰

式終了いたしました。 

尾中さん、山本さん、長岡会長（途中退席）、中澤の 4

名が RCよりオンラインで出席しました。 

26年間続けているイベントであり歴史を感じましたし、

オンライン開催であれば費用もかけず、間違いなく今後

も継続される事業だと確信しました。 

最終選考されて日本に招待する 15名と当クラブとして

どのように関与していくかが重要かと感じました。 

表彰式はじめ自己紹介、OBOG メッセージと RAC メン

バーなど若手に是非聞かせたい内容でした。 

今まで継続開催してきました諸先輩たちに敬意を表し

ます。ロータリアンで良かったと感じた一日でした。 

簡単ですが、ご報告まで。     中澤信夫 

昨日は大変長時間に渡りお疲れ様でした。 

中澤幹事の感想をお聞きし嬉しく思います。 

ロータリーには、体験してみないと分からない素晴らし

い事業が、青少年交換や米山はじめ他にも沢山ありま

す。是非、チャンスがあれば様々な事業を体験し、ロー

タリーモーメントを増やしていきましょう！！ 長岡信裕 

 


