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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 

■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 17 日修正出席率 

45（42） 28（3） 73.81％ 79.70％ 

ＷEBでの参加 佐谷会員・鈴川会員・種子田会員  

（３名） 

新入会員入会式 

吉村尚希氏 紹介者 長岡 信裕会員 冨坂 伸吾会

員 

 
会長報告 

 

皆さん、こんにちは。本日は、明治安田生命上野支

社長の吉村さんの入会式です。吉村さん、ご入会おめ

でとうございます。心より歓迎申し上げます。 

今後ともよろしくお願いいたします。 

さて、先週 10/25火 予定通り姉妹クラブであるソウル

興仁 RCを、塚田国際奉仕委員長、柴田会員、夫人、

そして私の 4人で訪問し、チャーター会長である、チェ 

ムンキュウ氏とパスト会長のチョウ ハンチョン氏、そし

とホ氏の 3名とミーティング・会食をしてきました。コロ

ナの影響で例会はストップしているようで、今後の活動

も若干どうなるのか不安な感じでしたが、次年度の 40

周年式典へのご参加をお願いしてきました。また定期

的に訪問しあっていきたいと思います。 

そのソウルのイテウォンで信じられない事故が起き

ました。被害にあった方々のご冥福をお祈りいたしま

す。 

さて、昨日は素晴らしい晴天の中、上野公園噴水前

広場のパンダフェスタの中で、10時から 16時までエン

ドポリオ募金活動を行いました。山下公共イメージ向上

委員長始めご参加頂いたメンバーの皆様、本当にお疲

れ様でした。募金も予想より多い 126,506円の善意を

頂戴することができました。また、ご参加の皆様が声を

枯らすほど、ポリオ撲滅、東京上野ＲＣを連呼したの

で、公共イメージ向上にも繋がった事と思います。 パ

ンダフェスタも大変好評で、5日間で約 20万人の来場

者にお越し頂きました。 私としても大きなイベントが終

わりホッとしております。今日で、10月も終わり明日か

ら 11月です。 

来週 11月 7日の例会はオープン例会になります。 

卓話講師は、元なでしこジャパン監督の鈴木保氏で

す。順調に会員拡大しておりますが、まだ目標には届

いていません。今一度、皆様の周りにいらっしゃるであ

ろう入会候補者を是非お誘いください。 

では、よろしくお願いいたします。 

幹事報告 RI関係  

・ポリオデーのお礼状が届いております。掲示板を
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ご覧ください。 

・2580地区開催の ImagineRotaryワークシップ環境の

ご案内が届いております。日時：12月 3日（土）１３：０

０～場所：タワーホール船堀 参加の方は 11月 21日

（月）までに事務局にお伝え下さい。詳しくは掲示板を

ご覧ください。 

・ガバナー事務所より米山奨学生選考面接官の委嘱

状が届いております。塚田地区米山委員前においで下

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 

委員会報告 園部クラブ親睦委員長 

 先週木曜日の上野精養軒 150周年記念メニューを

食す会、ご参加いただきありがとうございました。３１名

の方に参加いただきまして、普段慣れ親しんで食べて

いる精養軒の料理とまるで違うたいへん美味しい豪華

な料理をいただきました。感動しました。 

これから色々行事がありますが、来月 18日にあります

石垣ロータリークラブとの姉妹クラブ締結式と旅行会の

参加者の確認を最終的にさせていただきます。申し込

みは全部宮本さんの方にしていただいて、宮本さんの

方から石垣ロータリークラブの森田さんやその他のとこ

ろに支払いをしていただくという形をとっておりますの

で、最終的には宮本さんのところでまとめております。

これからお名前を読み上げますので、これからでも間

に合うのだったら申し込みたいとか名前が入っていな

いとかがあればおっしゃっていただきたいと思います。

順不同でリストの上から読み上げます。柴田会員 2

人・中村会員 1人・私、園部 2人・渡邉会員 2人・中澤

会員 2人・日置会員 2人・冨坂伸吾会員 2人・新保会

員 1人・塚田会員 1人・鈴川会員 1人・江口会員 1

人・三輪会員 1人・向井会員 1人・上野会員 1人・大

野会員 2人・長岡会員 2人・李会員 1人・佐谷会員 1

人・種子田会員 2人・山下会員 1人の合計３１名の参

加を予定しております。違う部分があれば、この旅行の

担当者の柴田会員と中村会員まで申し出てください。 

 それから、来月 11月 30日に予定しております「グル

メを楽しむ会 ラ・ベットラ・ダ・オチアイ銀座本店」の予

定ですが、本日、大滝会員の奥様の申し込みがあった

段階で定員となりました。現在申し込みいただいている

方のお名前をお呼びします。阿部会員 2人・江口会員

1人・加藤会員 2人・木村会員 1人・長岡会員 2人・中

島会員 1人・中村会員 1人・中澤会員 2人・大野会員

2人・尾中会員 2人で、尾中会員のもう 1人はマンリ

オ・カデロ閣下です。大滝会員 2人・佐谷会員 1人・柴

田会員 2人・新保会員 2人・園部 2人・高野会員 1

人・種子田会員 2人・冨坂伸吾会員 2人・上野会員 1

人・渡邉会員 2人・山本会員 1人・山下会員 1人の合

計３５名です。これで何とか調整してやれると思いま

す。以上です。ありがとうございました。 

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、会長報告の

中にありました通り、昨日パンダ来日 50周年記念に合

わせまして、当クラブのポリオ募金の活動をさせていた

だきました。会員は 17名とローターアクト 3名の合計

２０名で参加させていただきました。午前 10時から午

後 4時までで、合計金額１２万６５０６円の募金をいた

だくことができました。また、長岡会長から昼食に美味

しい焼肉弁当を差し入れていただきました。 

 今日、リモートで出席している 2名の人、鈴川さんは

弁当とコーヒーとお茶を持ってそそくさと帰りまして、佐

谷さんはですね、最後の最後まで瀬古夫婦の後をつき

まとって「どっか行こう、どっか行こう」って言って酔っぱ

らって、今日は二日酔いで来れないのかと思ったら仕

事で来れなかったそうなんです。(笑) それともう 1人、

とんでもない大先輩がいまして「俺、財布落としちゃっ

 



たよ～」って黒い顔を青くしている人がいたんですね。

今、手を挙げたそちらの方なんですけども、阿部さんが

財布を落としたと大騒ぎして「今ちょっと座ってたところ

見に行くよ」って言って、何のことはなく自分が最初に

座ってたテントの椅子の下に置いてあったというような

立派な大先輩がいらっしゃいました。 

 ベテランの先輩から、入会まだ浅い方まで大勢の皆

様のご協力をいただきまして無事終わりましてありがと

うございました。今後ともよろしくお願い申し上げます。 

ニコニコボックス 

長岡会員 昨日はポリオ募金お疲れ様でした。そして、

ありがとうございました。吉村尚希さんご入

会おめでとうございます。根本さん、杉本さ

んイニシエーションスピーチ宜しくお願い致

します。 

大瀧会員 グリルフクシマでの食味会、大変美味でし

た。昨日のポリオ募金、出席できずに申し

訳ありません。 

根本会員 本日、イニシエーションスピーチをさせて頂

きます。どうぞ宜しくお願い致します。 

☆昨日のポリオ募金お疲れ様でした。そしてありがとう 

ございました。吉村尚希さん、ご入会おめでとうござい 

ます。根本さん、杉本さんイニシエーションスピーチ宜 

しくお願い致します。 

木村会員・山下会員・渡邉会員・塚田会員・阿部会員 

園部会員 また、昨日のポリオ募金に参加できず申し

訳ありませんでした。＋☆ 

冨坂伸吾会員 長岡会長、ごちそう様でした。＋☆ 

瀬古会員 結婚祝いを自祝して。＋☆ 

                  （本日の合計  55,000円） 

（本日までの累計  887,000円） 

■イニシエーションスピーチ根本裕司会員   

推薦者 園部会員・中島会員  

 

皆さんこんにちは。改めまして、今年 8月に園部さん

と中島さんからのご紹介により、入会させて戴きました

根本裕司です。また、今は退会しておりますが、私の

父も、長年この上野ロータリークラブのメンバーでもあ

りましたので、親子 2代で当クラブにはお世話になるこ

とになりますので、どうぞ宜しくお願い申し上げます。 

それでは簡単に自己紹介をさせて戴きます。私は昭

和 43年 11月生まれで、来月 54歳となります。 

自宅は東京の小金井市にあり、妻と音大ピアノ科 4年

生の娘、それと保護ネコとして譲り受けた姉妹のネコ 2

匹と一緒に暮らしています。 

また趣味はゴルフで、ホームコースの東松山カントリ

ークラブには、週末時間が取れるときは気分転換も兼

ねて、スコアーはあまり気にせず、楽しくプレーしていま

す。 

また上野ロータリークラブの「ゴルフ同好会コンペ」に

も早速お誘い戴き、9月は武蔵カントリークラブ、10月

は千葉カントリークラブのコンペに参加させて戴きまし

た。両日とも天候にも恵まれ、良い雰囲気の中で楽しく

過ごすことが出来ましたことを、この場を借りてお礼申

しあげます。 

また、お酒については全般的に何でも戴きますが、

中でも赤ワインが好みで、家のワインセラーに常時スト

ックし、気分や食事に応じて色々のタイプを楽しんでい

ます。その中でも普段から好きで良く飲むタイプは、ボ

ルドー系の少し重めのワインが多いです。普段はそん

なに高いワインは飲みませんが、特別な記念日などに

は、ボルドーのメドックの格付けシャトーのワインなども

楽しんでいます。 

続きまして、私の職業についてのお話をさせて戴き

ます。職業は、私の曽祖父が 1919年に本郷で創業

し、今年で 103年の歴史を持つ医療機器の製造販売

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 



を行う「ミズホ株式会社」の 5代目の社長をしておりま

す。折角なので会社の概要を少しお話させて戴くと、本

社は本郷 3丁目にあり、千葉県佐倉市と新潟県五泉

市に工場を持ち、国内 7 ヶ所に営業拠点があります。

主要製品は手術室で使用される治療系医療機器とな

ります。外科手術で使用されるハサミや鉗子などといっ

た小物の器具から、手術台などの大きな備品まで、手

術用の器具備品を広く提供すると共に、脳神経外科や

整形外科の手術で使用される体内に埋め込むインプラ

ントと呼ばれる医療材料の製造販売も行っています。

特に手術台と脳動脈瘤治療に使用されるインプラント

材の脳動脈瘤クリップについては、国内で長年トップシ

ェアを誇る我が社の代表的な製品であり、海外輸出も

しており世界でも高い評価を得ています。その実績が

評価され 2014年には経済産業省から、特定の分野で

世界的に活躍する日本企業として「グローバルニッチト

ップ企業 100選」に選ばれる栄誉も受けました。また手

術台については日本以外にもアメリカのカリフォルニア

とタイのアユタヤにも現地法人の工場があります。 

それでは次は少し観点を変えて、私の経歴について

お話をさせて戴きます。私は今も実家がある東京の練

馬区大泉で生まれ、大学は立教大学経済学部を卒業

しました。大学時代はサークル活動で「ラケットボール」

というスポーツをしていました。卒業後は車が好きだっ

たこともあり、日産自動車株式会社に入社し、そこで約

9年間勤務しました。日産ではまず、栃木工場の管理

部門に配属され、そこで工場施設の管理業務を約 2年

半行い自動車メーカーのモノづくりのベースについて

現場で色々な体験をしてきました。その後、東京の日

産プリンス多摩販売へ出向し、カーライフアドバイザー

として個人のお客様への自動車販売を約 2年間行い、

様々なお客様への対応を通して多くの社会勉強をさせ

てもらいました。その後は当時東銀座にあった日産本

社で「不動産開発室」という部門に配属され、日産の全

国にある工場、研究所、その他様々な施設の、建物・

土地の管財業務を行いました。管財業務の業務内容

は多岐にわたり、工場の新築・増改築などでの建設ゼ

ネコン会社との仕様・価格交渉や施工管理業務、オフ

ィスビルでのテナントとの賃貸借に関する業務、工場

跡地の再開発業務などを行ってきました。約 4年半そ

のような業務を行ってきた為、建築関連の専門知識や

宅建資格も取得している為、不動産分野に関する知識

には明るいです。 

私は当初、親が事業をしている現在の会社に入社

する気はなかったのですが、日産の業績が悪化し、フ

ランスのルノーの支援を受けることになり、カルロスゴ

ーンさんが会社のトップになり、今までの日産のカルチ

ャーが大きく変わったことが、転職を考える転機となり

ました。その当時私は既に結婚しており子供も産まれ

たばかりで、家族を養っていかなければいけない責任

も感じており、今後の日産自動車の将来に対しても大

きな不安を感じていました。そんな折、私の父からゴル

フに誘われることがあり、その行き来の車の中で、今

の仕事の話を聞かれ、正直言って悩んでいることを話

したことが、今の会社に入るきっかけになりました。そ

れでも曽祖父の代から続き父親が代表を務める会社

に入るということは、今までのサラリーマンとは違い、

重い責任とプレッシャーがかかることが判っていたの

で、自分の中で色々な葛藤がありました。それでも最

終的には覚悟を決めて 2000年から今の会社に入り、

自社が扱う医療機器の特性や医療機器の業界、会社

経営に役立つ財務経理や人事関連の知識なども勉強

し、実地で色々経験しながら研鑽を積み、2014年より

社長の任を任されております。 

最後に、我が社の社是でもあり、私の経営姿勢の基

本としている言葉に、「誠実・奉仕・団結」の３語があり

ます。この言葉はロータリーの活動にも相通じるところ

が多いと感じております。今後はロータリーの言動を照

らす「４つのテスト」の言葉も含めて、しっかりと皆様方

との親睦もはかりながら、自己成長していきたいと思っ

ておりますので、どうぞ宜しくお願い申し上げます。 

■イニシエーションスピーチ杉本達哉会員  

推薦者長岡会長・冨坂伸吾会員 

 

8月 1日に入会させて頂きました杉本達哉です。

1967年昭和 42年生れで現在 55歳です。 生まれ育

ちは京都御所の南、下京区という京都市内中心部で



す。 現在もこの地に当社の本社は所在しており社名

は(株)枡儀と申します。 年代を感じさせる社名です

が、社業はハンドバッグ等の婦人服飾雑貨の製造販

売と、カーブスという女性専用フィットネスクラブと、オフ

ィス・マンションなどの不動産賃貸業を営んでおりま

す。 

当社創業は江戸時代中期 1713年に遡り今年で創

業 309年を迎えました。 現在私が 12代目当主となり

ます。 1713年は江戸時代中期で８代将軍吉宗の頃と

なりますが、この時期に創業者小浜屋吉兵衛に拠って

設立されました。当時の屋号は吉兵衛が福井の小浜

から上京した事にちなんで小浜屋と称しておりました。 

吉兵衛は創業間もない頃、たまたま通りかかった五

条大橋の袂で、浮浪者達が人の捨てた煙草の吸殻を

拾い集めてシケモクしている姿を目にしたそうです。 

この時代は後の享保の大飢饉にも象徴されるように

様々な社会背景が厳しい時代で、都の庶民でも喰うや

喰わずの厳しい生活を強いられていたそうです。 そん

な状況でも愛煙家の人達はタバコが止められない姿を

見た吉兵衛は「よーし、商売するなら好況・不況でも

人々から求められる嗜好品の取扱いを生業にしよう。」

そう志し喫煙具の製造販売を始めたと言われておりま

す。 それから長らく 1900年代初頭までは喫煙具屋を

生業としていたのですが、明治に入り西洋文化が徐々

に定着するなか、より簡単に喫煙できる紙巻きたばこ

が普及しキセルを使用した喫煙は廃れてしまいます。 

そんな折、私の祖母が刻みタバコを入れるカマスという

革袋に目を付け、そのカマスにハンドルを付けて婦人

物のハンドバッグとして販売する事を発案し、これがヒ

ットし現在もハンドバッグをメインとしたファッショングッ

ズの製造販売を社業としております。 しかしながら創

業者の志である「商売するなら好況・不況でも人々から

求められる嗜好品を取り扱う。」という教訓は現在でも

家訓として受け継がれており、現在では女性の嗜好品

であるハンドバッグを製造販売しているという事であり

ます。 

社名「枡儀」の由来ですが、五代目からは儀兵衛と

いう名を数代に渡り襲名しておりますが、吉兵衛が創

業した後に享保の大飢饉に見舞われる事になりまし

た。 そもそも決して現在のような豊食でなかった時代

です、更に度重なる天候不順による凶作で本当に食料

を調達する事が厳しくなったそうです。 そんな折り、何

とか食料を入手できると、例えたった米升一合の米で

あっても、独り占めする事なく共に働く仲間と分け合い

食した。 と語り継がれております。 どんな苦しい時で

も仲間と共に助け合う「共助の精神」この教訓も当社の

原点となっております。 この精神を常に心に刻むよう

にと重んじた五代目儀兵衛がこの話を引用して、米升

の升の字と義理人情の儀の字を使って屋号を「小浜

屋」から「枡儀」に改名したと言い伝えられております。 

これら祖先からの様々な教訓に感謝しそれを実践す

るために私共枡儀グループでは、 

社訓の第一章に「守り続けるべき良き伝統を理解し

継承する。」という内容を掲げ、 

第二章では「激変する世の中の流れに対応し革新し

続ける事を使命と心得よ。」そして最後に「仕事を通じ

ての自己実現、自らの人生の充実と、お客様や社会の

人々の豊かな暮らしの実現に貢献出来る事をコミット

する。」という内容を掲げさせて頂いております。 伝統

と革新を融合し「CS と ESの両方を実現する事」これが

当社の使命であります。 会社の紹介は以上と成りま

す。 続いて私個人の紹介をさせて頂きます。 

私は大学時代に父の薦めで洛陽ライオンズクラブの

ユース EXステューデントとして californiaにホームステ

イさせて貰い、そのお陰で少しは英語が出来るように

成り就職の際にはこの語学が生かされた事と、時代が

バブルであった事もあり訪問する会社ではほとんど採

用内定が頂けるような時代でした。 そして三喜商事

(株)という輸入商社に就職しました。 この会社は当時

カルティエとか、ヒューゴボス、バリー、マックスマーラ、

モスキーノ、カスティルバジャック、ウンガロ、イブサン

ローランなど、名立たる著名ブランドの日本総代理店を

しており、㈱枡儀も当時フランスのランセルというバッ

グブランドの日本の代理店をしておりましたので、学べ

る事も多いと思いました。 当時はバブル期絶世で入

社後は順風満帆のサラリーマンライフでしたが、4年目

が終わる頃、父から急に「そろそろ辞めて枡儀に戻って

来い。」と言われましたが、まだ家業に入社する決意が

固まっていなかった私は父に「あと 1年だけ好きにさせ

て欲しい。」と懇願しカナダのバンクーバーに留学する

事となります。 ビジネスカレッジに通いつつ現地の旅

行会社でツアーガイドもやり多忙な 1年を過ごし、よう

やく覚悟を決め㈱枡儀に入社する事となりました。 



帰国時は 27歳で、帰国後間もなく前職同僚の紹介

で家内と出会い 1年半後に結婚、その年長男が生ま

れ現在結婚 27周年、長男は 26歳となります。 その

後次男、三男と三人の息子に恵まれ賑やかな家庭を

設ける事ができました。 

私ども㈱枡儀の東京進出は昭和 37年、今からちょ

うど 60年前になります。 当時大学を出た父が東京の

企業で修行し、退職後に母と結婚、現在の蔵前の地に

東京支店を設立しております。 3年後に父の弟である

私の叔父が東京支店を引継ぎ、事業を拡大してくれま

した。 私は 1999年に叔父の後を引き継ぐ形で東京

支社の責任者と成るべく上京し現在に至ります。 その

後 2003年に 36歳で父の後を受け継ぎ社長に就任

し、自分が 60歳まで社長を続ける事を想定しその 24

年間の中長期ビジョンとしてネクスト 24 と云う展望を社

員に対して発表しました。 24年を 6年毎に起・承・転・

結の 4つの時期に分け、6年毎に実行するプランを発

表しております。 まだ道半ばではありますが、現在は

このネクスト 24の最終期である結びの 6年の期を迎

えており、未達成な事が多いのですが、少しはこのビ

ジョンを掲げた事で実現出来た事もあり改めてヴィジョ

ンの重要性を感じております。 

東京上野ロータリークラブへは長岡会長からの紹介

で入会する事となりましたので、今後は少しでも長岡会

長や次年度会長の冨坂君のお役に立てるよう邁進す

る所存です。 

趣味はゴルフと野球観戦、関西人ですので根っから

のタイガースファンであります。 また冬場はスキー、

夏はウエイクボード、ビリヤードなども嗜んでおります。 

グルメと、お酒が好きで、特に和食と日本酒、ウヰスキ

ーを愛好しております。 公職としましては本業のバッ

グ業界で、東京バッグ協会の副理事長や、日本ハンド

バッグ協会理事などを仰せつかっております。 

最後に座右の銘ですが、私自身企業経営者として

社業を通じて社会に貢献する事を目指して今日まで歩

んで参りました。 お客様に当社製品をご愛用頂く事で

人々の暮らしをより豊かなモノにする事、また社業を通

じて雇用を創出し地域社会や、国家の発展に貢献出

来る事を目指して経営を続けておりますが、48歳の時

36歳で掲げたネクスト 24ビジョンの半分が経過し、自

らの人生を振り返り、残りの人生を今迄以上に正しく

堂々と他に恥じない歩みを続けねばならない！ と思

い 20歳の時に志した「Enjoy myself」というものを

｢道無き処に路を拓く。｣という内容に改定致しました。 

現在の我々が享受させて頂いている豊さは、両親やご

先祖様はじめ多くの先人達が築き上げた様々な道が

在るからだと改めて実感したからです。 現在を生きる

我々が必要とする社会インフラの多くは先人達が創り

上げて来てくれたものであり、我々はそれら恩恵を享

受して豊かな暮らしを送らせて頂いております。 私自

身がそれら恩恵に報いるためにも、先人達がまだ開拓

出来ていなかった道無き未開の地を拓き、そして次の

世代の若者達がその新しいフィールドで更に活躍し、

更に明るい豊かな未来を切り拓く事が出来る！ そん

なビジネスモデルを創り後世に残したい。 そう考えこ

の「道無き処に路を拓く。」という内容に改定させて頂

いております。  

この東京上野 RCにおきましても様々な諸先輩と出

会い、今後更に多くの気付きを頂戴し、奉仕活動を通

じて地域社会、そして国家の発展に貢献出来ます事を

目指し活動して参る所存でございます。 引き続きご指

導賜りますようお願い申し上げます。 

長岡会長感想 

 根本さん、杉本さんお疲れ様でした。ありがとうござ

います。 根本さんが五代目「誠実・奉仕・団結」素晴ら

しいですね。そして、杉本さん十二代目「道なきところに

道開く」本当にこの素晴らしいお二方が、当、上野ロー

タリークラブにご入会していただき心より嬉しく思ってお

ります。ともにこのクラブ、来年 40周年ですけれど、50

年、100年と通じて継続していけるクラブになるように

お力をいただければと思います。 

本日の例会 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）   

 
次回の例会 １１月１４日（月） 

第 4回クラブフォーラム＜ロータリー財団＞ 

「ロータリー平和フェローシップについて」 

地区ロータリー財団平和フェローシップ委員会

委員長 川松 保夫氏 

（紹介者 中島 実佳会員） 

 



10/19社会奉仕・コンサート企画合同委員会風景 

 

10月 30日上野公園噴水広場にてポリオ募金活動 

 

 

 

 

＜＜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） 

 


