
 

 

 

 

 

 

 

 

基本的教育と識字率向上月間・ロータリーの友月間  １６６２回例会 ９月２６日       NO.1652     

 

 

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 髙木義一様  

地区幹事 浅田 松太様 

地区外来訪者  大阪堂島 RC １ 

米山奨学生 朱 夫誠さん        （合計 4 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 22 日修正出席率 

45（42） 28（2） 71.43％ 76.19％ 

ＷEB での参加 柴田会員・種子田会員  （2 名） 

髙橋ガバナー補佐よりご挨拶 

 

皆さんこんにちは。一昨日は地区大会でした。嶋村ガ

バナーから直接、”Take Action for Rotary 

Future”、”Reach Out for World Peace”その意気込み

を直接聞いたと思います。おそらく皆さんは十分ご理解

いただきまして、「よしやるぞ！」というような気持ちに

なったと思います。特に上野ロータリークラブ、長岡会

長は大変パワフルで、会員の皆さんも大変活力がある

ので、これからガバナー公式訪問もありますし、環境保

全クリーン活動、ポリオデーなど、続々とあるので、ぜ

ひ絶大な協力をお願いいたします。本日はガバナーフ

ォーラムのためのクラブ協議会で事前に情報をいただ

いて、それをガバナーに伝えてガバナー公式訪問フォ

ーラムをより効果的で良いものにしたいという計画で、

今年から別の日になりましたのでよろしくお願いいたし

ます。 

浅田松太地区幹事 

  皆さんこんにちは。地区幹事の浅田でございます。

東京北ロータリークラブ所属でございます。高橋義一

ガバナー補佐がおっしゃった通り、今日この後クラブ協

議会ということで、二週間後のガバナー公式訪問のフ

ォーラムに向けてのお話を皆様でしていただけたらと

思います。そして、9 月 25 日の日曜日にすでにご案内

しております通り、上野公園の清掃活動を北クラブの

エクスチェンジ衛星クラブが主催で実施をいたします。

皆様ご参加お願いいたします。 

長岡会長 報告 

 

皆さんこんにちは。 今日はまた暑いですね。 

本日は、再来週のガバナー訪問に向けて、高橋ガバナ

ー補佐、浅田地区幹事がいらっしゃっています。お忙し

い中をありがとうございます。心より歓迎申し上げま

す。さて、先週の金曜・土曜日と２日にわたり２５８０地

区の地区大会が開催されました。会長という立場もあ

り、この２日間、一度も退席することなくきちんと全ての

プログラムを拝聴しました。 

「ロータリーに夢を」という大会スローガンの元、嶋村

ガバナーの熱い思いが伝わる素晴らしい大会でした。
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今後のロータリー活動への「意欲」が高まり、「刺激」あ

る大会にするという目標も達成できたのではと思いま

す。 参加できなかった方は、是非このパンフレットをご

覧ください。  

今回のプログラムの中で、記念講演の道下美里さん

の話も素晴らしかったですが、特別講演の「ポリオとロ

ータリーと私」というテーマでお話頂いた第２８３０地区

パストガバナーで小児科医である関場先生の講演もポ

リオに対して改めて考えさせられる内容だったのではと

思います。 実はこの講演の中のパワーポイントの映

像の中に、インドニューデリーで行われたワクチン投与

活動の集合写真があったのですが、ちょうど入会１年

目の私が当時大学１年の長男と参加した時の物で、と

てもびっくりしたのと同時に、あの得難い体験のお陰で

親子の絆が深まった事を思い出しました。 コロナの状

況も心配ですが、来年１月中旬にインドニューデリーで

のＮＩＤ ワクチン投与活動が予定されてます。是非、皆

さんにもご参加頂き、あの素晴らしい感動を味わって

頂ければと思います。 

また、全体懇親会後の石垣ロータリーさんとの懇親

会も台風１２号が近づいている関係で若干人数は減り

ましたが、とても楽しく充実した懇親が図れたのでは思

います。ご準備頂きました園部クラブ親睦委員長始め

委員の皆様、また中澤幹事、お疲れ様でした。 

さて、来週９月１９日は敬老の日で休会です。 その

翌週９月２６日がガバナー訪問になります。特に嶋村ガ

バナーは従来のガバナー訪問とやり方を変え、会員の

皆様ともっと意見交換する形をとりますので、是非ご参

加頂き、熱くロータリー談義をしましょう。 

今日は、理事会報告もあるので以上とさせて頂きま

す。 

第 3 回理事会報告 

審議事項 

・２３－２４年度ガバナー補佐、分区幹事への推薦候補

について（８月より継続審議） 

・青森県大雨災害支援金のお願いについて 

・ポリオデー募金活動について 

・上野精養軒価格改定のお願いについて 

協議事項 

・ガバナー補佐訪問（本日）、ガバナー訪問（９月２６日）

について 

報告・連絡事項 

・嶋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) 

・上野公園クリーン活動について  ９月２５日(日)  

・ソウル興仁ＲＣ訪問について １０月２５日（火）～２６日（水） 

・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) 

・懇親ゴルフ大会北分区予選会 １０月３日（月） 取手

国際ゴルフ倶楽部西コース 

・３クラブ合同コンペ １０月２０日(木) 千葉カントリーク

ラブ野田コース 

・次回ミニオープン例会について  １０月１７日（月） 

卓話：成澤俊輔氏 

・忘年家族会について         １２月１９日（月） 

・グルメを楽しむ会 年間スケジュールについて 

バナー交換   大阪堂島 RC 和田 勉氏 

 
幹事報告 RI 関係   

・青森県大雨災害支援金のお願いが届いております。 

募金箱を回しますのでお一人 500 円以上のご支援を

お願い致します。 

・ポリオ募金箱を回しますのでご支援をお願い致しま

す。 

他クラブ関係  

・例会変更は掲示板をご覧ください 

・那覇南 RC より卓話のご案内が届いております。 

日時：１０月３日（月）会場：パシフィックホテル沖縄２F 

ビジター費 2500 円 詳しくは掲示板をご覧ください。 

委員会報告 国際奉仕委員会 

米山奨学生 朱 夫誠さんから報告 

 



皆さんこんにちは。9 月 3 日・4 日の米山研修会に監査

役の塚田さんと参加してきました。最初は市ヶ谷で、嶋

村ガバナーと監査役の話と二人の米山学友の卓話を

聞き、その後に危機管理をテーマとしたディスカッショ

ンを行いました。4 日は朝 7 時から東京駅の丸の内北

口で塚田さんと待ち合わせ、新幹線に乗り、三島駅か

ら柿田川の湧水公園に行き、外来植物を抜き、奉仕活

動をしました。米山梅吉記念館へ行き、学芸員の方か

らの説明を受け、最後は理解力の確認テストも行いま

した。二日間の研修を体験し、米山奨学生の役割・使

命を強く再認識しました。奨学生が終了したあとに、学

友会に入り、ロータリーの皆さんと末永くお付き合いし

たいと思います。現在、博士号の取得のため、作品と

論文の作成に励んでいます。先生方に論文の修正を

お願いしています。今後も上野ロータリークラブの皆様

にお世話になると思います。よろしくお願いいたします。 

社会奉仕 鈴川委員長 

 

社会奉仕委員会からお知らせいたします。9 月 25 日、

日曜日に上野公園の清掃ボランティアをします。参加

ご希望の方は、私か事務局までご連絡ください。集合

は 9 時 30 分、終了は 11 時 15 分の 1 時間半ほどで

すので、お近くの方は少し顔を出していただければと

思います。よろしくお願いいたします。 

ロータリー平和フェローシップ委員 中島委員 

 

 地区の平和フェローシップ委員会に所属しておりま

す、中島です。先ほどニコニコでもご報告させていただ

きましたが、2580 地区で受け持つ三名のフェローが 8

月 25 日・29 日・9 月 2 日にコロンビア、バングラディシ

ュから来日されています。ただいま、三鷹のＩＣＵのフェ

ローセンターで、平和フェローシップのプログラムがス

タートして、皆さん授業をうけています。9 月 3 日、オリ

エンテーションが学士会館で行われ、私も参加しまし

た。嶋村ガバナーもおいでになって、急遽 9 月 10 日の

地区大会に三名参加するように、と要請がありました。

これから二年間、平和活動につながる勉強をすること

になります。まだ日本語が拙いので、少ししてから卓話

にも来ていただければいいなと思っています。2580 地

区では、平和フェローシップはあまり馴染みがないと聞

いているので、そこも含めてご紹介できればと思ってお

ります。よろしくお願いいたします。 

誕生日 30 秒スピーチ 鈴川会員 

67 になりました。ロータリーに入って貴重な体験をさ

せていただいている最中なので、これからもよろしくお

願いいたします。 

中澤会員 

前回・前々回はコロナにかかってしまって、リモート

での参加となりご迷惑をおかけしました。新保副幹事

には、私の代理で司会を務めていただきありがとうござ

いました。来年 6 月まで走り切りたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

長岡会員 

9 月 15 日で晴れて還暦 60 歳になります。今週は誕

生日ウィークで皆様いろいろとイベントがあると思いま

すのでよろしくお願いいたします。健康第一で、尾中先

輩のように、80 歳後半、90 歳まで現役でロータリー活

動をできることを目指して頑張ります。どうぞよろしくお

願いいたします。 

山下会員 

皆さんこんにちは。来週の月曜日、19 日で漢・山下も

57 歳になります。39 歳で入会させていただいて、早 17

9 月 該当者なし 

 

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 



年になります。だんだん健康を取り戻してきたので、皆

さんと夜お酒を飲む機会が復活してきたかなと思いま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

バースディソング

 

ニコニコボックス 

髙橋義一ガバナー補佐 クラブ協議会宜しくお願いし

ます。 

長岡会員 本日は髙橋ガバナー補佐、浅田地区幹事

ようこそいらっしゃいました。再来週のガバ

ナー訪問に向けて宜しくお願いします。 

☆本日はガバナー補佐訪問です。高橋ガバナー補佐 

浅田地区幹事宜しくお願い致します。 

中澤会員・冨坂伸吾会員・永井会員・瀬古会員・渡邉 

会員・上野会員・中村会員・根本会員 

塚田会員 9/10 地区大会に参加しました。素晴らしい

大会でした。感動しました。＋☆ 

中島会員 2580 地区で受け持つ平和フェロー3 名が

無事来日しました。コロンビア 1 名バング

ラディシュ 2 名が三鷹 ICU でプログラムを

スタートさせました。2 年間、日本におりま

すのでよろしくお願い致します。＋☆ 

水門会員 土曜日の地区大会お疲れ様でした。＋☆ 

鈴川会員 誕生日のメロン、ありがとうございました。 

（本日の合計  75,000 円） 

（本日までの累計  566,000 円） 

■第 4 回クラブ協議会 

会長方針 

しっかりとしたＶＩＳＩＯＮ（洞察力）を持ち、 ＭＩＳＳＩＯＮ

（使命感）を自覚し、熱い ＰＡＳＳＩＯＮ（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。 

（会長方針は事業計画をご確認ください） 

 

 

クラブ奉仕  冨坂委員長 

 

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。 

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。 

クラブ運営委員会   永井委員長 

 

 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、

個別に面談し、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 

会員増強・職業分類委員会   新保委員長 

 

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。 

会長方針に従い、１０名の会員増強を目指す 

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 

職業分類の未充填の業種を勧誘する 

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 

入会候補者をゲストとして例会に招待し友好を深める 

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 

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。 

クラブ親睦委員会  園部委員長 

 

①親睦旅行会 

 石垣ロータリークラブとの姉妹締結式・パーティーは

11 月 18 日船上にて行う予定。19 日は島めぐり観光し

ながら小浜島に移動。20 日は小浜島でゴルフまたは

自由行動から石垣に戻り解散。 

②グルメを楽しむ会予定 

2022 年 9 月 21 日（水） 中華「鉄人メニュー」四川飯店  

2022 年 10 月 27 日（木） フレンチ「精養軒 150 周年記

念メニュー」上野精養軒グリルフクシマ 

2022 年 11 月 30 日（水） イタリアン鉄人「ラ・ベットラ・

ダ・オチアイ 

2022 年 12 月 26 日（月） フレンチ「ワインを楽しむ会」

シェ・イノ 



2023 年 2 月 1 日（水） 和食「ふぐ料理」 上野さんとも 

2023 年 4 月 10 日（月）アメリカンステーキ ピーター・

ルーガー・ステーキハウス 

③クリスマス忘年家族会 

エンターテインメントは物まね歌手・芸人の中島マリさ

んのショーを予定。その他大抽選会などを企画。 

職業奉仕委員会   山下委員長 

 

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。 

・新入会員入会時、ロータリー情報委員会に協力をす

る。 

・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。 

・家庭集会等、職業奉仕をテーマでの開催 

社会奉仕委員会  鈴川社会奉仕委員長 

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。（4/1） 

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） 

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。（10/30 ポリオ募金活動） 

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。（上野公園清

掃 9/25） 

国際奉仕委員会   中村副委員長 

 

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 

青少年奉仕・ＲＡＣ委員会  中島委員長 

 
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 

・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。 

公共イメージ委員会  山下委員長 

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 

④   クラブフォーラム講評 

高橋義一ガバナー補佐 

皆様ありがとうございました。いろいろお話を聞きなが

ら、素晴らしいクラブだなと思いました。他クラブと比較

しても、報告がびっしりあって、本当によく活動している

クラブだなという実感がわきました。一つ一つの活動に

意味があるように感じました。ガバナーから言われてい

るクラブ協議会の一つの目的は、各クラブではいろい

ろな悩みがあるのでそれをフォーラムで話し合おうとい

うことです。上野ロータリークラブは、問題点が全くない

ように見受けられました。むしろ 40 周年に向かって、

理想的なクラブじゃないかなと感じています。会員増強

でも、こういったクラブであれば誰も入会にＮＯ！とは

言わないと思います。クラブフォーラムの際にはいろい

ろな形で皆さんにお話をいただきますが、上野ロータリ

ークラブ流の新しいフォーラムが聞けるのではないか

と期待しております。楽しみにしております。二週間あ

りますので、皆様良いお話を聞かせていただければと

思います。本日はどうもありがとうございました。 

浅田松太地区幹事 

今、高橋義一ガバナー補佐がおっしゃったように、二週

間後のクラブフォーラムを楽しみにしております。嶋村

ガバナーは聞き上手という感じなので、皆様のロータリ

ーモーメントをお話しいただき、嶋村ガバナーからのお

話も聞いていただければと思います。本日は、良い例

会に参加させていただき、ありがとうございました。 

地区大会風景  

 

 

 

 

次回の例会 １０月３日（月） 

卓話「ポリオについて」 

地区公共イメージ委員会・ポリオデーチーム 

瀬古直寿会員 

 

本日の例会 ９月２６日（月） 

 ガバナー公式訪問 

 嶋村文男ガバナー 

「ガバナー卓話」 

 


