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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 秋」 

４つのテスト 唱和 

地区外来訪者  西北 RC 1  神田 RC 1 

北分区会長幹事会 髙橋ガバナー補佐 浅田地区幹

事 北 RC 坂下会長 小石川 RC谷一会長 本郷 RC

三浦幹事 後楽 RC 志熊会長・木津幹事（合計 9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 10月 3 日修正出席率 

45（43） 26（3） 67.44％ 86.05％ 

ＷEBでの参加 日置会員・杉本会員・種子田会員  

（３名） 

向井ソングリーダー 

 

会長報告 

 

皆さん、こんにちは。 

先週のオープン例会には 5名のゲストがいらっしゃい

ました。その中の一名は既に入会申込書も頂き、また

他の方も前向きに入会をご検討されています。 次回

のオープン例会はあまり時間が空きませんが、翌々週

の 11月 7日です。 卓話者は、サッカーなでしこジャ

パン元監督の鈴木保氏です。 是非、サッカー好きの

方、それ以外の方も勿論お誘いください！ 

さて、本日の例会は嶋村ガバナーの新スタイルの一

つである、会長・幹事研修会を兼ねております。高橋ガ

バナー補佐が率いる北分区Ａグループ 東京北・小石

川・本郷・後楽・上野の 5 クラブの例会に順に各会長・

幹事が参加します。そして例会終了後にその日のテー

マについて、さらに掘り下げてディスカッションするとい

う研修です。 

本日のテーマは「クラブビジョンを考える」です。 

ロータリーは単年度で会長が変わり、その年度のテー

マも変わりますが、クラブの成長を考えた時、5年後、

10年後の目指す姿・ビジョンをしっかり考え、メンバー

全員が共有し、そして当該年度に何をするのかを考え

ていこうという事であります。 

本日の卓話は、2580地区の中でも研修のベテラン

である、ワセダロータリーの中島さんとアシスタントとし

て、池袋豊島東ＮＥＸＴ衛星ロータリークラブのチャータ

ー会長の笹田さんにお願いしておりましたが、中島さん

が抗体検査で陽性になったという事で、急遽、笹田さん

お一人になってしまいました。笹田さんプレッシャーも

あるかもしれませんが何卒よろしくお願いいたします。 

さて、本日 10月 24日は世界ポリオデーです。 

ポリオ根絶の為に行動を起こすときです。 

嶋村ガバナーは那覇・石垣と飛び回っています。 
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私は昨日、荒川ロータリークラブさんが、あらかわ遊園

で行った活動を見学してきました。地元中学校のブラス

バンドや行政も巻き込んだ素晴らしい活動でした。 私

たちは、いよいよ今週末 30日 日曜日に上野公園噴

水前広場でパンダ来日 50周年記念イベントの中で募

金活動を行います。 

山下公共イメージ委員長を中心に行いますが、委員

会云々ではなく、是非お時間取れる方は、30分でも結

構です、お孫さんや奥様と散歩がてらにでもお寄り頂

き、募金をして、秋の上野公園を散策して頂ければと

思います。以上で終わります。 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。 

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 

・10月 30日（日）は上野公園ジャイアントパンダ来日

50周年記念「うえのパンダフェスタ」にあわせてポリオ

デーの街頭募金を行いますので、ご協力をお願い致し

ます。 

・R情報委員会より家庭集会のご案内がメールボック

スに入れてあります。 

・東京上野ローターアクト 11月第２例会のご案内が届

いております。日時：11月 20日（日）「クニトコタチ～平

和への旅～舞台鑑賞例会」13：00開演 会場：セルリ

アンタワー能楽堂 詳しくは掲示板をご覧ください。 

委員会報告   

瀬古地区公共イメージ委員会ポリオデーチーム委員  

  皆さんこんにちは。地区公共イメージ委員会ポリオ

デーチームの瀬古でございます。先ほど長岡会長の方

からお話がありました。まさに本日、世界ポリオデーで

ございます。ちょっとお客様が多い中大変恐縮でござ

いますが、募金箱を改めて回しますので是非皆さんご

協力をお願いいたします。 

 そして、こちらも先ほど長岡会長からお話があったよ

うに、今週の日曜日にポリオの募金活動を行う企画が

迫ってきています。当日、山下公共イメージ向上委員

長が段取りを皆様にお伝えすると思うのですが、実際

に募金活動を開始するのは 10時です。若干、設営等

がございますのでご協力いただける方は 9時 20に精

養軒に集合をお願い致します。 

鈴川社会奉仕・コンサート企画委員長 

第一回 社会奉仕委員会と、コンサート企画委員会の

合同の委員会を 10月 19日（水）18時から上野の

“dining bar uru”で行いました。参加者は 9名でした。

その前に 19日の 13時～14時まで、東京藝術大学 

音楽部声楽課の吉田教授、萩原准教授、大熊崇子先

生との打ち合わせを行いました。当方は、社会奉仕委

員長の私、阿部副委員長、高野副委員長が参加しまし

た。参加者 6名で演題について打ち合わせを行いまし

た。演題は現在勉強中のオペラハイライト 7部作という

ダイジェスト版をちょうど練習しているので、これをぜひ

発表したいという意向がありました。こちらをまず検討

しています。また、11月 15日に練習、18日に発表が

あるので見学させていただくことになりました。当日の

持ち物、道具などを段取りした上で見積もりの依頼を

出しました。その後、報告を行い、全員が活発な意見を

出し合いました。コロナが収まったら、多くの動員がで

きるように頑張ろうということで団結しました。 

ニコニコボックス 

長岡会員 本日は髙橋ガバナー補佐グループの会長・

幹事研修会です。講師の笹田様はじめ皆

様よろしくお願い致します。 

中澤会員 私事ですが、22日よりアメリカ・アナポリス

で開催する J24クラス北米選手権に出場

の為、本日例会、次回例会と 2週続けて

お休みさせて頂きます。ご迷惑をおかけし

ています。司会進行は、新保副幹事にお

１１月 2日 瀬古会員 3日 園部会員 

     6日 塚田会員 11日 大瀧会員 

    15日 加藤会員 17日 三輪会員 

    21日 尾中会員 28日 野口会員 

 

１１月 22日 根本会員   

23日 マンリオ・カデロ名誉会員 



願いしています。皆様宜しくお願い申し上

げます。 

捧 会員 寒くなりました。体調に気をつけましょう。 

鈴川会員 結婚祝いにすてきなお花が届きました。あ

りがとうございます。 

渡邉会員  結婚記念日にお花を頂きました。どうもあ

りがとうございました。 

髙野会員 寒くなりました。 

                  （本日の合計  32,000円） 

（本日までの累計  832,000円） 

                           

■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 笹田優一氏 

東京池袋豊島東 NEXTロータリー衛星クラブ 

 

2022年 10月 24日第 1665回例会にて卓話の機会

をいただきありがとうございます。 

地区戦略計画推進委員会の笹田優一でございます。

当初は中島委員長がお話の予定でしたが、急遽、僭

越ながら代役を務めさせていただきました。 

 当委員会の名称から大掛かりな宿題を課されるので

はと感じられた方も少なくないかと思われます。また、

大阪、名古屋の都市に同委員会がありながら当地区

には存在しないので設けられたともなると、尚の事構え

てしまうかもしれません。しかしながら、私たちが皆様

にお伝えしたいことはシンプルにクラブのポテンシャル

をより一層向上させる機会としてサポートさせて頂くこ

とだと考えております。 

 各クラブによって、歴史、地域性、構成会員、業種等

さまざまに異なると思います。ですので、一色単に’こ

のように取り組みましょう’と言うより、クラブごとの特徴

や素質に合わせた取り組みが好ましいと思います。そ

れらを顕在化させるツールとして➀戦略計画立案ガイ

ド➁会員の満足度を高める➂クラブの健康チェックをご

活用頂くことで、所属会員のクラブへの想いや、現状、

改善点や不満も含め知ることができます。 

 それらを踏まえたうえで、ロータリーの中核的価値観

（親睦、高潔性、多様性、奉仕、リーダーシップ）、RIの

ビジョン（People of Action）、嶋村ガバナーが強調され

る DEI(多様性、公平さ、一体性)を織り交ぜることで具

体的な方向性が導き出されると思います。 

 これらを行うにあたり重要な点がいくつかあります。こ

の取り組みは企業で言い換えますと中長期計画にあ

たります。1,単年度にとどまらず、3～5年を見据えてご

検討下さい。2,中長期という点から構成メンバーは前会

長、現会長、次期会長、同幹事、チャーターメンバー、

若手メンバーでビジョン委員会を作ります。そうすること

で、会員の合意形成を保ちつつ進めていくことができま

す。3,前述ツール➀～➂を活用しクラブの問題点を抽

出して下さい。4,どのようなクラブになりたいか 3～5年

後の将来像を考えて下さい。5,実現する為のアクション

プランや行動計画を作成して下さい。このような流れで

ビジョン委員会を進めて頂きますと、徐々に潜在化され

ていた課題や目に見えていた課題が共通認識として深

まって参ります。 

 卓話の最後に実例として東京新都心 RC と東京ワセ

ダ RCにも触れましたが、他クラブでも委員会名称は

違いますがクラブ内で取り組まれている実例は分区ご

とに 2～3クラブほどあり、また長年取り組んでいるクラ

ブもあれば始めて 4年など様々です。 

 取り組まれているクラブでもビジョン委員会は、次年

度理事会の前段階の集まりだからそこであれこれ決め

るのだろうと、本来の機能と考えがクラブ内で乖離して

しまっているというお話も伺っております。 

 一番大切なことは、このビジョン委員会の意義、取り

組みがクラブ内に浸透し、どの方向に向かうための存

在かを共通認識として持たれることが成功のカギだと

考えております。 

最後になりますが、当地区は日本の中でも最も勢い

のある地区だと自負しております。その中でも上野ロー

タリークラブ様は、様々な点からポテンシャルの高い魅

力あるクラブだと感じております。今回の卓話が、より

高みを目指される皆様の一助になりますと幸いでござ

います。益々のご発展を祈願するとともに、改めて機



会を頂きました事に感謝申し上げます。ありがとうござ

いました。 

長岡会長感想 

笹田さん本当にご苦労様でした。だいぶこの土日緊張

されたとおっしゃっていましたが、非常にわかりやすくス

ムーズな卓話だったと思います。中島先輩が、「笹田が

行けば大丈夫だ！」とおっしゃっていたのがよくわかり

ました。この後またクラブの会長・幹事でテーマを掘り

下げていきますが、皆様どうでしたか？やはり単年度

で、毎年毎年の会長のカラーによってテーマがガラッと

変わることも、ロータリーの魅力だといえばそうかもし

れません。でも今、こういった厳しい経済状況が続いて

いくだろうと予測される中、ロータリークラブを継続して

いくためには、しっかりとしたこのビジョンをもつことが

必要だと改めて感じました。東京上野ロータリークラブ

としても、今後いろいろな形でクラブビジョンを考えてい

きたいと感じました。 

では、今一度笹田さんに大きな拍手をお願い致しま

す。ありがとうございました。 

 

次回の例会 １１月 ７日（月） 

ミニオープン例会 

卓話「なでしこに学ぶ強いチームワーク」 

元サッカー日本女子代表監督  

      鈴木 保氏 

（紹介者 日置 忍会員）   

 

＜＜今後のクラブ親睦行事予定＞＞ 

2022年 11月 30日（水）18：00～ 第 3回グル

メを楽しむ会 「ラ・ベットラ・ダ・オチアイ銀座本

店」  

2022年 12月 19日（月）18：00～ クリスマス忘

年家族会 上野精養軒 

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 

 

 

東京上野ローターアクトクラブ11月第二例会 

「クニトコタチ〜平和への旅〜舞台鑑賞例会」

のご案内 

本例会は当クラブの会員であるバレエダンサー・振付

家のブラウリオ・アルバレスが手掛けた「クニトコ 

タチ〜平和への旅〜」の公演を鑑賞いたします。 

「クニトコタチ」という作品は、日本神話に登場する「ク

ニトコタチノミコト」という神の物語を通して「平和 

へのいのり」のメッセージを伝えます。日本の伝統文

化芸術である茶道、能楽、和太鼓と現代的なコンテ 

ンポラリーダンスを融合させ、かつてないパフォーミン

グアートを提案します。芸術の秋にて、古今東西に問

わず芸術の魅力を目の前でご覧になっていただける

貴重な機会となっております。 

ご多忙とは存じますが、皆様のご参加を心よりお待ち

しております。 

記 

日時：2022年11月20日(日)  13:00開演（12:15開場）

※公演時間約1時間 

会場：セルリアンタワー能楽堂 (東京都渋谷区桜丘

町26番1号 地下2階) 

   ※各線渋谷駅より徒歩5分、国道246号線沿い 

登録料：3000円（A席1枚をご用意いたします） 

   事前振込。振込先は登録後お伝えいたします。 

登録締切：10月28日（金） 

登録方法：東京上野RAC幹事 棚村

（tokyo.uenorac2580@gmail.com） 

上記連絡先へ、所属クラブ、お名前、フリガナ、希望

枚数をご連絡ください。 

注意事項：チケットが完売の際は 、何卒ご了承くださ

い。 

他の席種をご希望の際は、その旨をご連絡ください。 

本日の例会 １０月３１日（月） 

イニシエーションスピーチ 

根本 裕司会員 8月 1日入会 

紹介者 園部経夫会員・中島実佳会員 

杉本 達哉会員 

紹介者 長岡信裕会員・冨坂伸吾会員 

 


