
 

 

 

 

 

 

 

 

地域社会の経済発展月間・米山月間  １６６４回例会 １０月１７日             NO.1654     

 

 

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 

地区外来訪者  銀座新 RC １ 

地区内来訪者  北 RC 1  

米山奨学生  朱 夫誠さん    （合計 3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 12日修正出席率 

45（43） 24（2） 60.47％ 78.57％ 

ＷEBでの参加 種子田会員・冨坂和弥会員  （2名） 

中島ソングリーダー 

 

会長報告 

 

皆さん、こんにちは。 

先週は、皆様のご協力のお陰で、ガバナー訪問を無事

終了する事ができました。嶋村ガバナーもとても良い

雰囲気で、実りあるフォーラムができたととても喜んで

いらっしゃいました。ご協力頂いた皆様に改めてお礼

申し上げます。 

さて、あまり良くない話を一つします。 

先週からネット上で、くず餅の老舗「船橋屋」の社長が

起こした交通事故とその対応について炎上しておりま

す。船橋屋はご存じの通り２００年を超す老舗の有名

店です。実は問題になっている８代目社長の渡辺氏と

は以前飲食の勉強会でご一緒してました。とてもシャー

プでできる男で、カンブリア宮殿に出演した事もありま

す。様々なアイディアを出し、最近ではくず餅からでる

乳酸菌を使った健康飲料をヒットさせるなど、多分絶好

調だったのではないかと思います。 

しかし、今回の事故は弁解の余地はないですね。正に

「好事魔多し」といえるかもしれません。 

そして実は渡辺氏は、東京東ロータリークラブの直前

会長でもあります。 私は、今年度会長として、皆様に

高潔＝インテグリティを感じられる様な人間に成長す

べく努力しますと、第１例会の時にお話ししました。 

今回の件は、正に反面教師であり、自分への戒めとし

て重く胸に刻みました。 我々ロータリアンは特権階級

の社交クラブではありません。 

本当に社会から必要とされるクラブになる為には、

私たち一人一人が襟を正し、謙虚さを忘れずに行動し

なくてはならないと強く感じました。 

理事会報告もあるので、以上で挨拶を終わります。 

第４回理事会報告 

１． 審議事項 

１） 新入会員候補者について 吉村尚希氏 

吉田一郎氏  皆様にメール・郵送にて公示致し

ます。 

２． 協議事項 

Rotary Club of Tokyo Ueno weekly Report 

東京上野ロータリークラブ 

 

夫夫 

 

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』 

事務局 〒110-0008 台東区池之端 2-1-42ヴァッソンシノバズ 704号 道給万紀子 

 

例会  毎週月曜日 12：30  上野精養軒    TEL03-3821-2181 

 

 
TEL03-5814-2491 FAX03-5814-2490 e-mail office@tokyo-ueno-rc.com 

会長/長岡信裕、幹事/中澤信夫、SAA/渡邉恭司、クラブ運営委員長/永井重孝 

 

2022～2023 年度会長方針 

前回の例会報告１０月３日第 1663 回例会 

 



１） ニコニコ繰越金をクラブ基金へ資金移動の

件   

２） １２月５日クラブ年次総会議案「クラブ基金

の取り崩し」提出について 

３） １２月５日クラブ年次総会議案「２０２３－２０

２４年度特別会費」提出について 

３． 報告・連絡事項 

１） ２３－２４年度ガバナー補佐、分区幹事への

推薦候補について 長岡ガバナー補佐エレ

クト・中澤分区幹事エレクト 推薦とする。 

２） 嶋村ガバナー公式訪問 会長幹事懇談会 

３） ポリオデー募金活動について 10月 30日

(日)   山下公共イメージ委員長担当 

４） 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) 

５） 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 

６） 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 

１１月 ７日(月)  卓話：鈴木 保氏 

７） 忘年家族会について １２月１９日（月）  

８） グルメを楽しむ会 皆様ご参加下さい。  

幹事報告 RI関係 特になし  

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 

・次週 10月 10日はスポーツの日祭日となります。 

10月 17日（月）の例会はミニオープン例会となります

ので皆様お知り合いにお声掛けをお願いします。 

・クニトコタチの協賛金をニコニコより 5万円拠出いたし

ました。（9/29） 

委員会報告 クラブ親睦委員会    園部委員長 

クラブ親睦委員長の園部でございます。今月のグル

メを楽しむ会は、10月 27日に上野精養軒の 150周年

メニューを食す会でございます。今日、メールボックス

に案内と申込書を配布いたしましたので、なるべく早

く、またたくさんの方にお申込みいただきたいと思いま

す。精養軒の一階のグリル福島でございます。申し込

みの際、現金でもいいですがなるべく振込でお願いし

たいと思います。11月は、11月 30日にイタリアンの

“ラ・ベットラ・ダ・オチアイ”を予定しております。これも

なるべく早くメールで案内を出しますので、よろしくお願

いいたします。こちらも早く人数を把握しないといけな

いので、ご協力いただきたいと思います。その他にも、

旅行会、クリスマス忘年会などの親睦行事もたくさんあ

りますので、ご協力いただきたいと思います。よろしくお

願いいたします。 

＜＜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 阿部副委員長 

鈴川委員長がお休みですので、代わりにご報告いた

します。今、コンサート委員会も含めて藝大との打ち合

わせを行っております。コンサートは 4月 13日でござ

います。10月 19日に再度藝大と打ち合わせを行いま

す。また、オペラの定期公演のお知らせが届いており

ます。“コシ・ファン・トゥッテ”が 10月 8日・9日ともに

14時開演で上演されます。チケットに限りがあります。

8日分が 2枚、9日分が 4枚です。ご希望の方がいら

っしゃいましたら、事務局へ早めに連絡をください。よろ

しくお願いいたします。 

山下公共イメージ向上委員長 

 

皆さんこんにちは。先ほど長岡会長より、10月 30日に

上野公園の噴水前で行われます“パンダ来日 50周



年”に合わせ、上野観光連盟のブースを一つご提供い

ただき、ポリオの募金活動を行うことになりました。10

時から 6時までの 8時間です。参加する方はこちらか

らお声がけしますが、その他の方で是非とも参加した

い、という方がいらっしゃいましたら、お声がけいただけ

ればと思います。お昼は長岡会長のところから、豪華

な焼肉弁当が届くと思いますので、よろしくお願いいた

します（笑）参加していただく場合はおそろいの赤いポ

リオの Tシャツを着用でお願いいたします。このあと瀬

古地区委員からご案内があると思いますので、ぜひよ

ろしくお願いいたします。ちなみに私は個別で XXLを

注文したので大丈夫です（笑）以上です。ありがとうご

ざいました。 

SAA 江口会員 ニコニコボックス発表 

 

ニコニコボックス 

東京北 RC 大森順方様 9月 25日の上野公園のクリ

ーン活動に、上野 RC及び上野 RAC、参

加頂きありがとうございました。 

長岡会員 先週のガバナー訪問、皆様お疲れ様でし

た。大変活発で元気のあるクラブだと嶋村

ガバナーからお褒めの言葉を頂きました。 

瀬古会員 本日、卓話します。宜しくお願い致します。 

押見会員 瀬古さんの卓話楽しみにしております。 

江口会員 瀬古会員の卓話楽しみにしております。 

中島会員 義妹と姪に会いにオーストラリアに行って来

ました。10月から現地の中学に通うこと

になりました。そのためにガバナー訪問

を欠席しまして申し訳ございませんでし

た。 

柴田会員 元気があれば何でもできる。 

                  （本日の合計  40,000円） 

（本日までの累計  718,000円） 

■「ポリオ根絶 募金活動について」地区公共イメージ

向上委員会ポリオチーム委員  瀬古 直寿会員 

 

ポリオとは 

ポリオ（急性灰白髄炎）は、ウイルス感染によって発症

する病気で、ワクチンでの予防が可能です。感染した

場合、ウイルスが神経組織に入って身体まひを引き起

こし、ときには死に至ることもあります。5歳以下の子ど

もに感染する確率が高く、「小児まひ」とも呼ばれてい

ます。ポリオはワクチンで予防可能ですが、治療法は

ありません。ほかの多くの疾病とは異なり、ポリオは根

絶が可能です。 

ポリオプラス 

30年以上にわたり、ロータリーとそのパートナー組織は

、ポリオを世界から根絶する取り組みを行っています。

ロータリーのポリオプラスプログラムは、子どもを対象

とした大々的な予防接種を通じてポリオの根絶をめざ

す、世界で初めての取り組みでした。世界ポリオ根絶

推進活動 

（GPEI）の中心的パートナーであるロータリーは、主に

アドボカシー（政府への働きかけ）、ファンドレイジング

、ボランティア動員、認識向上に貢献しています。 

ロータリー会員は、これまでに22億米ドル以上を寄付し

、122カ国、約30億人以上の子どもに予防接種を行うた

めに多大なボランティア時間を捧げてきました。また、

アドボカシーを通じて各国政府からの100億ドル以上の

資金を確保する上で重要な役割を担ってきました。  

ポリオの現状 1988年にロータリーとパートナーが世界

ポリオ根絶推進活動（GPEI）を開始した当時は、125カ

国で毎年35万件のポリオの症例がありました。現在、

ポリオの発生率は99.9％減少しており、野生型ポリオ

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 

https://www.endpolio.org/ja
http://polioeradication.org/
http://polioeradication.org/
http://polioeradication.org/


ウイルスの発症が報告されているのは、アフガニスタ

ンとパキスタンの2カ国のみです。 ロータリーとパート

ナー団体によるポリオ根絶活動のおかげで、身体まひ

とならずにすんだ人の数は推定約1940万人、命を落と

すことのなかった人の数は推定150万人以上に上りま

す。ポリオ根絶活動のために築かれたインフラは、ほ

かの疾病（新型コロナウイルスも含む）の治療と予防に

も利用されており、ほかの公衆衛生分野にも長期的な

インパクトをもたらしています。  

課題 ロータリーとパートナー組織は、ポリオ根絶の実

現に向けて大きく進展してきました。しかし、症例を完

全になくすには、さらなる前進と粘り強さが必要とされ

ます。アフガニスタンとパキスタンでは、政情不安、人

口移動、地理的要因、場合によってはワクチンの拒絶

や誤解といった課題に直面しています。十分なリソース

、政府の全面的支援、遠隔地での活動を可能とするテ

クノロジーがあれば、これらの地域からもポリオを根絶

できると私たちは信じています。  

ポリオ根絶を実現するために ロータリーは、ポリオ根

絶のために毎年5000ドルを拠出することを目標として

います。ビル＆メリンダ・ゲイツ財団は、ロータリーから

ポリオ根絶への寄付に対し、2倍額を上乗せすることを

約束しました。これにより、ポリオ根絶に毎年合計1億

5000万ドルが寄付されることとなります。これらの資金

は、根絶活動の運営、医療従事者の確保、研究所の

設備、啓発用資料のために使用されます。資金の確保

においては、政府や企業、個人がそれぞれに大きな役

割を果たします。 

活動するロータリー 100万人以上のロータリー会員が

、ボランティアや募金を通じてポリオ根絶活動を支援し

ているほか、ポリオ感染リスクが高い国々に多くの会

員が赴き、予防接種活動に参加しています。 

また、UNICEF（国連児童基金）などの団体と協力し、紛

争や地理的・経済的要因によって隔離された地域で予

防接種への認識を高めるための情報資料を作成・配

布しています。さらに、ボランティア動員やワクチン輸

送など手配面での支援を行っています。 

著名人からのサポート ロータリーは、ポリオ根絶を支

援する数多くの著名人からの協力を得ており、その数

は年々増えています。以下にその一部をご紹介します

：ビル・ゲイツ（ビル＆メリンダ・ゲイツ財団共同理事長）

、クリスティン・ベル、アーチ・パンジャビ（女優）、ジョン

・シナ（プロレスラー、俳優）、イザベリ・フォンタナ（スー

パーモデル）、デズモンド・ツツ（ノーベル平和賞受賞者

）、ジャッキー・チェン、ドナルド・サザーランド（俳優）、

マニー・パッキャオ（ボクサー）、PSY（歌手）、ジャック・

ニクラウス（プロゴルファー）、ジェーン・グドール（自然

保護活動家）、イツァーク・パールマン（バイオリニスト）

、A.R. ラフマーン、アンジェリーク・キジョー、ジギー・マ

ーレー（グラミー賞受賞ミュージシャン）、ヌール・ヨルダ

ン王妃（平和唱道者）これらの著名人はロータリーの親

善大使として、ポリオに関する啓発や根絶活動を応援

しています。 

次回の例会 １０月２４日（月） 

卓話「クラブビジョンを考える」 

地区戦略計画推進委員会委員長 

    中島 弘人氏（東京ワセダ RC） 

 

本日の例会 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） 

＜＜今後のクラブ親睦行事予定＞＞ 

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 

 

https://www.gatesfoundation.org/
https://www.unicef.org/

