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ガバナー公式訪問 

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 秋」 

４つのテスト 唱和 

来賓  ガバナー 嶋村文男様 

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  銀座新 RC １ 

地区内来訪者  浅草中央 RC 1     （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 9 月 5 日修正出席率 

45（43） 28（1） 67.44％ 100％（地区大会全員登録） 

ＷEB での参加 江口会員  （1 名） 

向井ソングリーダー 

 
会長報告 

 

皆さん、こんにちは。 

本日は、ガバナー訪問です。 嶋村ガバナー、そして

高橋ガバナー補佐、浅田分区幹事 東京上野ロータリ

ークラブへようこそお越し頂きました。心より歓迎申し

上げます。 

嶋村年度は、例年とは違う形でのガバナー訪問にな

ります。先程１０時４０分から会長・幹事懇談会をさせて

頂き、とても実のある懇談になりました。この後のガバ

ナー卓話もとても楽しみです。そして、例会終了後は、

全会員参加のガバナー公式フォーラムになります。皆

さんからのロータリーモーメントの発表もとても楽しみ

です。長丁場になりますが最後までよろしくお願いいた

します。 

さて、昨日の北分区Ａグループの上野公園クリーン

活動にご参加の皆さん、大変お疲れ様でした。 一見

するとゴミはほとんど無いように見えましたが、植え込

みの中に空き缶や様々なゴミが結構あり、意味のある

クリーン活動になったと思います。 また来月 10 月 30

日には、同じ上野公園噴水前広場で、上野観光連盟

主催のパンダ来日 50 周年記念イベントの中で、エンド

ポリオの募金活動がありますので、せっかくの日曜日

ですが、この日だけはゴルフはお休みして頂き、なるべ

く多くの会員の皆さんのご参加をお願いいたします。 

さて、会員増強に関しても毎回の様にお話させて頂

き恐縮ですが、10 月 17 日のオープン例会が 3 週間後

に迫ってきました。卓話者の世界一明るい視覚障害者

を自称する成澤俊輔氏の卓話は必ずやご満足頂ける

内容であります。今一度ご自身の周りに入会候補者が

いないか見渡してみて下さい。取引先、学生時代の先

輩・後輩、JC や法人会、東商、ＰＴＡのお仲間等、きっ

とどなたかいらっしゃるはずです。 

他人事ではなく是非自分事として会員拡大・増強に臨

んで頂きたいと改めてお願い申し上げます。 
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ジェニファー・ジョーンズＲＩ会長は、イマジン・ロータ

リー 想像してください、私たちがベストを尽くせる世界

を、と仰っています。 

私は皆さんに、イマジン・会員増強と言わせて頂きま

す。想像してください。あなたの友人がロータリアンに

なって活躍している姿を。是非、一丸となって会員増強

をして、58 人体制を実現しましょう。以上で会長挨拶を

終わります。ありがとうございました。 

幹事報告 RI 関係   

・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。 

・ハイライトよねやまが届いております。掲示板をご覧く

ださい。 

・バギオだよりが届いております。掲示板をご覧くださ

い。 

・地区大会のお礼状が届いております。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 

・東京浅草中央ロータリークラブよりふくしまつながりフ

ェスタのご案内が届いております。メールボックスに入

れてあります。 

上野クラブ関係 

・9 月 25 日（日）北 RC 衛星クラブの主催で上野公園ク

リーン活動に参加致しました。当クラブより長岡会長・

鈴川社会奉仕委員長ほか阿部会員・冨坂伸吾会員・

永井会員・水門会員・根本会員・上野会員・RAC3 名が

参加しました。参加の皆様ありがとうございました。 

・先日の例会時に皆様より支援金を頂きました青森大

雨災害支援金は 20,610 円でした。クラブニコニコより

29,390 円を追加し、50,000 円を支援金として振込を致

しました。ご協力ありがとうございました。 

委員会報告 クラブ親睦委員会    園部委員長 

 

親睦委員長の園部でございます。9 月 21 日に、赤坂

四川飯店で第一回グルメを楽しむ会を開催いたしまし

た。24 名が参加し、料理の鉄人のメニューを楽しむこと

ができました。また、三代目の陳建太郎さんにもご挨拶

いただき、盛り上がった会になりました。また、当上野

ロータリークラブのホームページに写真をあげていた

だきました。スマートフォンで簡単に見られるのでご覧く

ださい。親睦委員会の話ではないですが、翌日 22 日

にゴルフ同好会も武蔵カントリークラブ笹井コースで開

催され、そちらのページもあがっております。クラブ紹

介の中の親睦イベントの「お食事会」や「ゴルフ同好

会」をご覧になっていただければと思います。優勝は

私、園部と書いてありますので是非ご覧ください！(笑) 

＜＜今後の親睦行事予定＞＞ 

2022 年 12 月 26 日（月） 18:00～   第 4 回グルメを楽

しむ会 

フレンチ・「ワインを楽しむ会」 シェ・イノ 京橋 

2023 年 2 月 1 日（水） 18:00～   第 5 回グルメを楽し

む会 ふぐを食べる会 上野さんとも 

2023 年 3 月 27 日（月）18:00～ 観桜夜間例会 

「本郷＆上野 RC 合同夜間例会・懇親会」 上野精養

軒 

2023 年 4 月 13 日（木） 奏楽堂コンサート・懇親会 上

野精養軒 

2023 年 4 月 第 6 回グルメを楽しむ会  

アメリカンステーキを食べる会 ピータールーガー 恵

比寿 

2023 年 5 月 第 7 回グルメを楽しむ会  

 和食 甚三紅（じんざもみ） 谷中  

2023 年 6 月 26 日（月） 最終夜間例会・懇親会 

社会奉仕 鈴川委員長 

 

上野公園クリーン活動のご報告をいたします。昨日 9

時 30 分から受付を開始して、上野公園の清掃を 1 時

間ほど行いました。参加クラブは東京北ＲＣ、東京小石

川ＲＣ、東京上野ＲＣ、東京本郷ＲＣ、東京後楽ＲＣ、東

京上野ＲＡＣで 55 名ほどがいらっしゃいました。当クラ

ブからは、ロータリアンとご家族で 12 名、ＲＡＣが 3 名

参加しました。終了後に長岡会長のお店のイル・カドッ

チョでランチをして 13 時に解散をしました。 



ニコニコボックス 

長岡会員 嶋村ガバナー、昨日は上野公園クリーン活

動お疲れ様でした。本日のガバナー訪問も

よろしくお願い致します。 

大野会員 嶋村ガバナー、クラブ訪問ありがとうござい

ます。大変おいそがしいと思います。健康

に留意し頑張って下さい。 

園部会員 21 日四川飯店でのグルメを楽しむ会に参

加いただきありがとうございます。22 日武

蔵野カントリーでのゴルフ同好会でたくさん

のハンディをいただき、優勝させていただ

きました。 

杉本会員 園部委員長、中澤幹事先日は赤坂四川飯

店でグルメの会ご設営有難うございまし

た。とても楽しいひと時を過ごす事ができ

ました。次回以降も楽しみにしております。 

☆本日はガバナー公式訪問です。嶋村ガバナーをお 

迎えして。 

中澤会員・向井会員・三輪会員・鈴川会員・中村会員・ 

新保会員・永井会員・冨坂伸吾会員・佐谷会員・渡邉 

会員・塚田会員・髙野会員・捧会員・山本会員・山下会 

員・木村会員・阿部会員 

大瀧会員 国立劇場最後の舞台 常盤会員の素晴ら 

しい舞踊 最高でした。＋☆ 

（本日の合計  112,000 円） 

（本日までの累計  678,000 円） 

■ガバナー公式訪問 卓話  嶋村文男ガバナー 

 

基本方針 2022-23 年度 ガバナー信条 

“Take Action for Rotary Future”“Reach Out for 

World Peace”“ロータリーの未来のために行動しよう”

“世界の平和のために手を差しのべよう” 

地区運営方針（１）ロータリーの奉仕理念（ideal of 

service) が確立された歴史を再認識し、ロータリーの

未来への可能性に挑戦しましよう。 ・・・・・⇒個々ロ

ータリアンの覚醒促進（２）未来を託す青少年奉仕活

動の新しいクロスプロモーション事業をローターアクタ

ーと共に展開しましよう。・・・・・⇒次世代ロータリーと

の積極参加（３）「ロータリーは人を育て向上させる

場」の認識を高め、会員基盤の向上を図り、会員増

強に繋げましょう。・・・・・⇒永遠の課題、自己を高め

よう！仲間を増やそう!（４）「世界を変える行動人」とし

て、海外との交流を通じて、国際理解と善意を育み世

界の平和を希求する。―【ポリオ根絶】は世界平和の

道標、ポリオ根絶活動を通じて、クラブの活性化を目

指しましょう。・・・・・⇒ポリオ根絶に参加して世界の

平和に貢献！（５）D.E.I.「Diversity (多様性)・Equity

（公平）・Inclusion (ｲﾝｸﾙｰｼﾞｮﾝ)」をクラブ・地区に浸透

させましょう。新しい参加型奉仕活動を提案し、クラブ

会員の積極的参加を促します。ロータリー活動に新

たな満足感を得て地域社会にロータリーのストーリー

を伝えましょう。そうして、「クラブの活性化」と「ロータ

リアン・ローターアクターの成長」に繋がる事を体感出

来る地区運営を行いましょう。・・・・・⇒DEI を浸透さ

せ、未来に繋がる行動人を目指そう！ 

［最重点項目］我々はどこでどんなことを行動するの

か！何を目指すのか！(1)地区大会を年度前半〔2022

年 9 月 9 日(金)～1０日(土)〕に開催し、ロータリーファミ

リーが参加出来る新しい形の地区大会を作り上げる。

大会スローガンは【ロータリーに夢を！】ロータリアンと

ロータリアンが共に、「感動」「共感」「刺激」を感じなが

ら、ROTARY FUTURE•ロータリーの未来に夢を与える

大会を目指します。・・・・・⇒地区大会でロータリーファ

ミリーと繋がろう！(2)DEI・行動計画委員会と戦略計画

推進委員会を新設し、地区ビジョンと地区行動計画の

策定を目指します。クラブの持続的成長を目指して、

DEI を取り入れたクラブビジョン・クラブ行動計画の策

定支援を行います。・・・・・⇒魅力あるクラブへの発展・

行動計画を考えてみよう！(3)クラブ運営支援部門では

クラブを強化することを目的として『ロータリー賞』への

理解促進を進め、全クラブ参加を推奨し、その目標達

１０月 2 日 永井会員 10 日 鈴川会員 

    13 日 佐谷会員 19 日 渡邉会員 

    21 日 山本会員 24 日 押見会員 

 

１０月 21 日 山本会員  ２２日 永井会員 



成を支援する。ロータリー情報の宝庫ともいえる My 

Rotary への登録率アップを図る。元気なクラブ作りを

目的とした全てのクラブ活動に対しての【4 つの F 賞】

を創設します。・・・・・⇒奉仕の理念を楽しく競う“４つの

F”アワードを楽しもう！4 つの F を感じながら Fresh 

斬新、 Fellowship 連帯感、 Find 出会う、 Fun ワク

ワクする楽しみ 

［重点項目］チーム嶋村、花咲く舞台、地域社会と一緒に

多くの参加を呼びかけよう！（1）広報・公共イメージ部門が

主管し、『世界を変える行動人』を体現する世界ポリオデー

2580〔2022 年 10 月 23 日(日)～24 日(月)〕とアースデー

2580 ぶっく•デ•アース〔2023 年 4 月 22 日(土）〕を、ロータリ

ーファミリーと一体になって開催します。（２）2022 年７月

31 日(日)と９月２５日(日)に『環境保全クリーン活動』

を展開します。環境委員会が主管して分区やクラブ

単位で、地域の人々と一緒に喜ばれる活動を行いま

す。また１２月３日に『環境』をキーワードにした

「IMAGINE ROTARY ワークショップ(環境)」を開催し

ます。（３）ロータリーの未来への可能性に挑戦するロ

ータリーファミリーのクロスプロモーション事業として

2023 年 3 月 5 日(日)に、(仮称）「Rotary Future フェ

スタ」を学友フェローズ委員会が主管して開催致しま

す。（４）世界自然遺産沖縄県国頭村「やんばる学び

の森」で刺激ある RYLA セミナーを 3 泊 4 日で開催し

ます。【2023 年 2 月 23 日（木）～26 日（日）】又、青少

年交換プログラムのジャパンツアーに IAC メンバー

が参加するクロスプロモーション事業を実施します。

【2023 年 3 月下旬】（５）職業奉仕部門では、ロータリ

ーの奉仕理念が確立された歴史を再認識します。

『奉仕の理念を未来に繋ぐ』―「ロータリーの原点〝

決議 23-34〟から紐解く」と題する漫画電子ブックを

作成し、地区 HP にアップします。各クラブが『ロータ

リー運動の意義』を RC 内外に広める為、2023 年 1

月の職業奉仕月間を「ロータリーの奉仕の心を伝え

る月間」として位置づけ、卓話データを作成します。

（６）ロータリー米山記念奨学事業に新風を吹き込み

ます。奨学生がロータリーを学び親睦を深める目的で

米山親睦旅行を計画。〔2022 年 9 月 3 日(土)～4 日

(日)〕意義深い米山期間修了式を多くの方に見ていた

だく為にオープン型で開催。〔2023 年 3 月 4 日(土)〕

海外にある米山学友会との交流を多面的に実施しま

す。（７）国際奉仕部門では、国際親善を通して国際

理解を高め、人道的支援に繋がる地区補助金活用

事業や GG へのトライをするクラブを支援します。台

湾の友好地区 RID3482 を含めた全台湾のクラブとの

交流を推進します。２０２３年３月２０日（月）に石垣島

で、（仮称）「台湾感謝の夕べ」を開催、地区内で台湾

の友好・姉妹クラブのあるクラブとの交流の機会とし

ます。（８）広報委員会で様々なプログラムをインパク

トある発信で行い、会員の積極的な参加を後押ししま

す。ガバナー月信は、月信編集委員会が担務し、会

長向けの情報提供を目的としてウェブ等で発信しま

す。（９）R 財団部門の補助金審査方法を再検討しロ

ータリー平和センターへの関わりを強めます。社会奉

仕部門では奉仕活動実践の場を体感する目的で、他

クラブの奉仕活動参加への道を作ります。地域社会

で困っている人たちに手を差しのべるために、新しい

パートナー作りにも取り組み、奉仕の可能性にトライ

します。（１０）ポリオ根絶への取り組みとして、2023

年 1 月頃に開催予定のインド NID（national 

immunization days・全国ワクチン一斉投与日)参加ツ

アーを計画し、国際奉仕実践の機会とします。併せて

ポリオ根絶の寄付に繋がるロータリーカード（クラブカ

ード）の採用を各クラブに推奨します。（1１）分区別の

ガバナーRA 交流会や、IAC 例会へのガバナー訪問

実施し、ロータリーファミリーや新しいモデルのクラブ

を体感、変化を受け入れる機会とします。（12）２０２３

年３月１０日、ロータリー希望の風チャリティーコンサ

ートを開催します。[強調事項] ― 未来を見据えた新

しい研修体系の構築へ（1）クラブレベルでのロータリ

ーの研修を強化・充実すると共に「元気なクラブづく

り」を推進する「クラブ研修リーダー」の設置を推奨

し、クラブビジョン・クラブ行動計画を作ることを支援し

ます。 （2）ロータリアン自らが成長する機会として

RLI(The Rotary Leadership Institute)の受講を奨励

し、参加者の語り合いの場として一泊二日の集中型

で開催します。（対象者は幹事及び幹事エレクト） 

又、地域リーダーに求められるファシリテーション能

力アップを目的に、DL 研修を強化、実施します。（3）

入会 2 年以内の新入会員向けに“ハローROTARY”

を開催し（2022 年 10 月〜12 月)ロータリーの基本的

研修を行う。また、入会 5 年未満の会員にロータリー

の素晴らしさを感じ、ロータリーが大好きになる研修・

TLR（Training to Love Rotary）をそれぞれ Zoom で開

催します。(2023 年 4 月～6 月) 

ガバナー公式訪問 クラブフォーラム 

出席会員が約 1 分でロータリーモーメントを発表。 

（今までのロータリー活動の中での思い出） 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

クラブフォーラム 終わりの言葉  長岡会長 

今の皆さんの感想をお伺いすると、やはり奏楽堂コ

ンサートは、我がクラブにとって非常に意義のある、歴

史ある事業だなと改めて感じました。私の年度はオペ

ラで決まっておりますのでよろしくお願いいたします。ま

た、世界大会は得難い経験ができます。行くメンバー

はちょっと決まってしまっている部分もありますが、ぜ

ひ行ったことのない方は参加してみてください。来年 5

月末、オーストラリアのメルボルンで行います。上野会

員の取引しているワイナリーを見に行こうということで

鈴川会員も計画しているので、ご参加いただければと

思います。 

嶋村文男ガバナー 

皆さんどうもありがとうございます。メルボルンの世

界大会ですが、5 月 28 日に地区ナイトを行いますの

で、ぜひご参加いただきたいです。今年度は 280 名の

参加を目標に掲げておりますので、近々案内が行くか

と思います。ロータリーは最初知り合いを広げることか

らスタートしているので、ロータリーモーメントは良い機

会だと思いますし、特に「こういう風にわかってくださる

んだ」っていうことを知ることが大事だという風に思って

います。ロータリーは入会 3 年未満で 3 割が辞めてし

まうと言われています。特にここ 3 年は、新型コロナウ

イルスの影響で顕著でした。先ほど、塚田さんも冨坂さ

んも同じことを言っていたのですが、「いつ辞めよう

か？」と言っていた時代から立ち直って楽しみになり、

冨坂さんは次年度会長ということでやっております。い

ろいろな人がいる、というのがクラブの仲間の集まりで

すよね。大滝先輩は 80 歳ですか。17 年生まれですよ

ね。でも元気だなあ、と思ってお話を聞いていました。

そういった先輩たちが語る機会があると良いですよ

ね。実は、江北ロータリークラブが 7 月の終わりに公式

訪問をやったときに、5 つのテーブルに分かれてフォー

ラムをやりました。入会 2 年目、5 年目、10～20 年目、

20～30 年目、40 年目といった形でわかれました。2 年

目のところは、「なぜ女性がいないのか・・・」とぼやい

ておりました。真ん中のところは、先輩たちに「伝統を

大切にしろ」と言われて困っており、先輩たちは、「今日

は 1 時間以上もロータリーのことを話せてよかった！」

とウキウキしていました。30 年くらい前の親睦旅行の

写真を持ってきて、「これ誰かわかる？」なんて話しな

がら楽しい時間でした。ロータリーは 60 分の時間があ

って、長岡会長のように会長報告の時間を一生懸命や

っているのは 70 クラブの中でも少ないのではないかと

感動しておりました。その後、委員会などの報告があっ

て、残り 30 分は卓話というと、あまり喋る時間はない

ですよね。よく先輩たちに言われるのは、「昔は余裕が

あったので、例会の日は全部ロータリーデーだ！」とい

うことで、例会後は飲みに行くぞ、ということが当たり前

だったという世界を聞きます。今は例会後にみんなで

飲みに行くということはなか出来ないので、やはり親睦

の時間をどう作るのかが大切になると思います。 

向井さんにはいつもローターアクトにご協力いただいて

感謝申し上げていますが、若い人との交流の時間をこ

れから大切にしていくことが良いと思っております。い

ろいろな話をしながら皆でアイデアを交わしましょう。ロ

ータリアンは初めからロータリアンではないですよね。

最初はロータリーの会員から始まるのです。ロータリア

ンは作られるものだという風に言われています。  

1974-75 年にウィリアム・ロビンスＲＩ会長がこんな言葉

を残しています。「ロータリーの最初の仕事、大事な仕

事は人を作ることです。」 ”Rotary first job is build 

men.” 今では、men and women でしょうか。「そのクラ

ブが何をやったかではない。やはりそのクラブで、いか

に素晴らしいロータリアンを多数輩出するか」という言

葉を残しています。先ほど会長にも言っていただきまし

たが、ロータリーは人を育て向上する場、という認識を

いかに広めるかだと思います。僕はＪＣも全くやってい

ませんし、商工会議所も後付けなのですが、ロータリー 



に入っていろいろなことをする中で、例えば今、東京

都の教育委員とか、協会健保の評議員とか、トラック

協会の役員とかをやっております。そういうことをやら

せていただけるのも、ロータリーに入って信用が徐々

に作り上げられ、いろいろな役職がくるということです。

そして、そこでまた新しい出会いがあるとすごく思いま

す。大先輩の皆さんはいろいろな業界や団体の偉い方

がたくさんいると思うのですが、もしお役が来たらでき

れば受けた方が自分の向上につながると思います。で

も必ずしも仕事に直結するわけではありませんが、そ

の中で自分を磨きあげていくことが大事かな、という風

に思います。 

奏楽堂コンサートと地区研修協議会が同じ日になっ

てしまったのですよね。すごく長岡会長が心配をしてい

て申し訳ないなという話になりましたが、この事業を大

切にしているということを感じています。次年度はオペ

ラをやるということで楽しみにしていると思います。上野

の森の香り高い文化をもった、東京上野ロータリークラ

ブがいろいろな活動をする中で、ぜひもう少し違う世界

も見ながらグローバルグラウンドへの挑戦とか、いろい

ろなプログラムがあるので参加してみてください。素晴

らしいロータリークラブを作っていただきたいと思ってお

ります。私の感想なんて恐縮ですが、「間違いなく素晴

らしいクラブだ！」ということを手帳に書いて嬉しい気持

ちで帰りたいと思います。どうもお世話になりました。あ

りがとうございました。 

 

 

 

9 月 21 日  第 1 回グルメの会  赤坂四川飯店 

 

 

9月25日 上野公園クリーン活動  

 

 

 



 

 

 

 

 

本日の例会 １０月３日（月） 

卓話「ポリオ根絶・募金活動について」 

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 

 

次回の例会 １０月１７日（月）ミニオープン例会 

卓話「イノベーションの原点はやった事がない

事をやってみる力」令和の時代の経営の見直し 

株式会社アイエスエフネットハーモニー 事業部長

／NPO 法人 FDA 理事   成澤 俊輔氏 

（紹介者 日置 忍会員） 

 東京上野ローターアクトクラブ 10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 10 月第一例会のご案内をいたしま

す。  

本例会は、台風の影響で中止致しました、8 月第一

回例会の振替とさせていただきます。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。  

記 

【日時】 2022年10月8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、  

10月6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) 


