
 

 

 

 

 

 

 

 

会員増強・新クラブ結成推進月間     １６５９回例会 ８月２９日  NO.1649

 

 

ロータリーソング 「日も風も星も」 

クラブソング 「めぐる友愛 夏」 

４つのテスト 唱和 

地区内来訪者     浅草中央 1名 

ミニオープン例会ゲスト     3名 

米山奨学生 朱 夫誠さん        （合計 5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 8月 1 日修正出席率 

45（42） 24（4） 66.67％ 73.81％ 

ＷEBでの参加 日置会員・中澤会員・佐谷会員・種子

田会員 （4名） 

ソングリーダー三輪会員 

 
長岡会長 報告 

 

皆様こんにちは。 本日はミニオープン例会です。 

前回のオープン例会は昨年度 2月に 22名の参加者

がいらっしゃいました。今回は 5名の予定でしたが、諸

事情あり 3名のご参加になりました。ご参加頂きました

皆様、誠にありがとうございます。どうぞ東京上野ロー

タリークラブの雰囲気を味わって頂き、ご入会をご検討

頂ければと思います。 本日の卓話は尾中先輩にご紹

介頂き、元日本 TVアナウンサーの赤木孝男様にお越

し頂きました。長嶋茂雄氏との秘話をお話頂きます。と

ても楽しみにしております。 

さて、先週はお盆休みで 1週空きました。 夏休みを

取られた方もいらっしゃると思いますが、私は、2泊 3

日で札幌にゴルフへ行ってきました。うまく雨の合間の

天気に恵まれて、ゴルフと北海道の食を楽しんできまし

た。 札幌は空港はじめ町の中も、もちろんマスクはし

ているものの、全くコロナ禍を感じない人出でにぎわっ

ていました。前回の例会でそろそろピークアウトではな

いかと話しましたが、まだ増えていますね！ なんと中

澤幹事も感染し、今日は ZOOMでの参加になってま

す。 また岸田総理も 8/12に 4回目のワクチンを打っ

たにも関わらず感染されました。果たして、この先どう

なるのかまだまだ心配です。 

弊社のスタッフで高校新卒の子がコロナにかかり、

軽い脳炎や心筋炎も併発し、復帰するまで 1か月以上

かかったケースがありました。その子はサッカー選手な

ので、体も大きく体力もあるのですが、その様なことも

あるのですね。 そう考えるとコロナはただの風邪だと

はとても言えないと思います。私は今週 25日に 4回

目のワクチンを打つ予定です。 どうぞ皆さま、引き続

き感染予防して頂ければと思います。 

さて、8/19金から 8/28日まで、上野の山 噴水前

広場で上野中央通り商店会主催の夏のビアフェス「ウ

エノデ.ビアフェスタ」が行われています。 これは初め

ての試みで、噴水前広場に約３０店の飲食店が出店

し、大きなビアガーデンの様な設えになっています。大

変良い雰囲気です。 
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今週いっぱいやってますので、是非一度覗いてみて下

さい！ 

また、今年度は嶋村ガバナーの肝いりで地区大会を

9月に行います。9/10土の全体懇親会が終わった後

に、また石垣ロータリークラブの皆様と合同の 2次会を

企画しています。前回地区大会後の懇親会が 5月だ

ったので、まだ 3か月しか経ってませんが、11月の姉

妹クラブ締結式に向けて、更に懇親を深めるチャンス

ですので、皆様のご参加をよろしくお願いいたします。 

8/13に台風 8号接近でフライトが心配されました

が、青少年交換留学生の伊藤摩耶さんが、元気にアメ

リカへ出発し、無事現地に到着し元気に過ごされてい

るようです。今後の月間レポートが楽しみです。 以上

で、会長挨拶を終わります。 

幹事報告（新保副幹事） 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 20回記念ロータリー全国囲碁大会」のご案内が

届いております。日時：11月 5日（土）１０：００～ 会

場：市ヶ谷 日本棋院本院 1階対局室  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。 

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  特になし 

委員会関係  地区ポリオチーム委員 瀬古会員 

 
 まず一点目ですが、地区の公共イメージ部門から皆

様にお願いです。10月 24日ポリオデーに向けてこの

ような募金箱を例会時、受付のところに置かせていた

だく予定です。9月に理事会で審議していただいてご承

認をいただいた後に、毎回受付に置きますので、皆様

ご協力をお願いいたします。もう一点は、地区の方に

感化されているわけではないですが、色々と参加する

にあたって意義深いことだなあと感じているのでご報告

させていただきます。これも理事会で審議していただい

てからになりますが、長岡会長が今計画をされている

ポリオデーに向けて、上野ロータリークラブとしての街

頭募金をご検討中です。その際にできればこのＴシャ

ツを着ていただきたいです。8月 31日までお申し込み

が延長になっています。まだ購入されていなくて、購入

していただける方がいれば事務局の方にお申込みい

ただければと思います。募金はおそらく 10月下旬に開

催されるのではないかと思っておりますのでよろしくお

願いします。以上です。 

クラブ親睦委員会 三輪副委員長 

 

９月１０日㈯地区大会後、石垣ＲＣとの懇親会を品川プ

リンスホテルにて 20：30より予定しております。 

また、第１回グルメを楽しむ会を９月２１日㈬、赤坂四

川飯店にて開催いたします。皆様奮ってご参加ください

ますようお願いいたします 

誕生日 30秒スピーチ  中島会員 

 

皆様こんにちは。中島です。8月 18日で 52歳にな

りました。ロータリーに入ったときが 42歳なので、あれ

8月 該当者なし 

9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 

9月 7日 鈴川会員  8日 中澤会員 

   10日 関岡会員 15日 長岡会員 

   19日 山下会員 18日 李 会員 



からもう 10年も経ってしまったのかと思うと、時が流れ

るのが本当に早いなと思っています。とりあえずこの前

人間ドックに行ったら、引っかかったのは血圧だけであ

とはおおむね良好で、「歳の割には良い数値が出てい

ます！」と先生に言われたので、引き続き健康にも留

意しながら仕事もロータリーもプライベートも、しっかり

と楽しんでいきたいと思っています。私もまだまだ未熟

なので、皆様ご指導よろしくお願いします。ありがとうご

ざいます。 

誕生日 30秒スピーチ  中村会員 

 

クラブ親睦委員会の中村と申します。お誕生日プレ

ゼントをいただきありがとうございました。19日の金曜

日で 65歳になりました。前期高齢者ということですが、

嬉しいことが二つあります。一つは、国民年金と基礎年

金、年金基金の受給資格を得たということです。二つ

目は、私の所属する千葉カントリークラブでプレー費が

1000円ほど安くなったことです。私にとっては大きなこ

となので、これからも楽しくゴルフをやっていきたいと思

います。当クラブは高齢者の方はたくさんいますが、皆

様お元気なので私もそれに倣って頑張っていきたいと

思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。 

誕生日 30秒スピーチ  冨坂伸吾会員 

2日前の 8月 20日で 55歳、四捨五入すると 60歳

になってしまいました。これから先もロータリアンとして

精進してまいりますので、引き続きご指導よろしくお願

いいたします。 

バースデイソング 

 

 

 

ニコニコボックス 

東京浅草中央 RC常見英彦様 長岡会長・中澤幹事

年度がより充実した年になることをお祈り

申し上げます。 

長岡会員 本日のオープン例会にお越し頂きました皆

様、お忙しい中をありがとうございます。心

より歓迎いたします。 

新保会員 流行病から復帰しました。味覚・嗅覚も戻り

安心しました。皆様にはご心配・ご迷惑

をおかけしました。 

松尾会員 絶大なるご支援ありがとうございました。 

☆本日オープン例会（ミニ）です。卓話に赤木孝男様を 

お迎えしております。赤木様、宜しくお願い申し上げま 

す。 

尾中会員・中村会員・三輪会員・永井会員・髙野会員・ 

塚田会員 

中島会員 誕生日のお祝いをありがとうございました。

＋☆ 

冨坂伸吾会員 誕生日を自祝して。＋☆ 

渡邉会員 昨日、4回目のワクチン接種をして来まし

た。＋☆ 

捧 会員 むし暑いですね。＋☆ 

（本日の合計  63,000円） 

（本日までの累計  459,000円） 

 

 

■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」元日本テレビアナウンサー・(有)メディコ

ム 代表取締役 赤木 孝男氏 

 

 長嶋氏が立教大学の選手として活躍していた頃か

ら、私はずーっと彼の野球選手としての力量とスター性

を追い続けていたのでした。 

プロ野球選手 17年間の引退するまで、テレビの仕

事を通じてともかく、取材を経てからも彼の凄さを感じ



又、人間性にも触れてきたのであり引退試合を担当し

てからの私は彼の次のステージである巨人軍の監督と

しての手伝いが出来ないかと考えたのでした。 

長嶋茂雄氏の偉大さは今更申し述べることはないの

ですが、私なりに長嶋野球、巨人軍を強くする言うこと

につながることになると考え長嶋氏と話し合う機会を持

ったのでした。 

ロータリークラブでは私と長嶋氏との話、会話を披露

し、“彼の熱き心”“野球に書ける情熱”を汲みとってい

ただきたいと思います。 

どうしても欲しかった江川卓選手。大学野球のスターが

欲しかったこと。 

彼の選手時代から監督の時代、更に野球文化に結

び付けた人間性等、私の知る限りの話をさせて頂きま

す。又プロ野球発展の力となった選手の 1人となった

長嶋茂雄という人物を通して野球の持つスポーツの楽

しさも語ることが出来ればと思っております。 

紹介者 尾中会員 

 

 

次回の例会 ９月１０日（土） 

地区大会に振替 

12時登録開始 13時より本会議 

グランドプリンスホテル新高輪「飛天の間」 

会員懇親会 18：55～20：00 

 

 

本日の例会 ８月２９日（月） 

卓話 「高齢者の現状について」 

木村末廣苑代表 木村 節男 会員 

（紹介者 永井重孝会員） 

地区大会プログラム  9月10日（土） 

2日目会場(グランドプリンスホテル新高輪「飛天の

間」) 

本会議  

12:00 受付開始 

13:00 開会 

記念講演「ともに輝くために私たちができること」 

東京パラリンピックマラソン金メダリスト 

道下美里様 

ポリオメッセージ「ポリオとロータリーと私」 

関場慶博パストガバナー 

会員懇親会 

18：55 開宴 

20：00 閉会 

 

会場  グランドプリンス新高輪「飛天の間」 

 

髙木孝男氏プロフィール  東京都出身 88才 

昭和 31年 3月早稲田大学第一政経学部卒同年

4月日本テレビ放送網㈱入社アナウンス部勤務 

アナウンサー歴 25年 主な担当番組 報道・企画

番組 主にスポーツ。 

昭和 39年東京オリンピック民放代表として参画。 

プロ野球巨人軍 V９の期間中では実況担当アナ

ウンサー、長嶋茂雄現役引退試合を担当した。 

アナウンサーを辞してからは放送部、営業販売促

進部、総務部、人事部各部長を経て新しいメディ

アとしての新会社アクセス・フォア株式会社設立、

社長等を務めた、新メディアは現在 JR山手線、私

鉄等社内テレビとして、又聴力障碍者のための字

幕放送（デフ・サービス）で役立っている。 

1995年 3月「“長嶋茂雄への最後のメッセージ”ミ

スターと私の 40年」  太陽企画出版がある 


