
 

 

 

 

 

 

 

 

R財団月間             １６６９回例会 １１月２１日             NO.1659     

 

 

ロータリーソング 「我等の生業」 

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 47名内出席免除 6名） 

会員数 出席者 出席率 10月 31 日修正出席率 

47（45） 25（4） 64.44％ 78.57％ 

ＷEBでの参加 阿部会員・江口会員・柴田会員・冨坂

和弥会員 （4名） 

ソングリーダー 三輪会員 

 

会長報告 

 
皆さん、こんにちは。この度は、私がコロナ陽性とな

り、皆様には大変ご迷惑とご心配をおかけし、申し訳ご

ざいませんでした。 

医者の指示に従い、昨日までが行動制限・自主隔離

機関として１週間おとなしくしておりました。 症状として

は、熱は一番上がった時でも３７度、咳と若干の倦怠

感という本当に超軽症でした。 ここのところ、諸々 

ハードスケジュールが続いていたので、神様が少し休

めと時間をくれたのかと考え、読書したりネットフィリッ

クスを見たり、天気の良い日はベランダで日光浴したり

して過ごしました。 

当クラブは他に１名の感染の報告を聞いております

が、それ以上に広がらずホッとしております。  

但し、また第 8波が始まったとも言われ、陽性者が続

出していますので、今後も更なる感染予防をお願いい

たします。その一つとして、本来は今日の例会から丸

テーブルに戻す予定でしたが、もう暫くこのスクール形

式を延長し、状況が改善され次第、丸テーブルに戻し

ますので、ご理解のほど、よろしくお願いいたします。 

また、もし１週間ずれていたら石垣訪問と重なっていた

のでその点も安堵しております。 

さて、いよいよ今週 18日金曜日から石垣島です。 

親睦委員会から詳細はお聞きかと思いますが、石垣ロ

ータリークラブの皆さんも、長い時間をかけて私たちの

訪問の受入れ準備をして頂いてます。 また、園部親

睦委員長、担当の中村さん、宮本さん始め親睦委員会

の皆様、様々なご準備を頂きありがとうございます。 

どうぞ皆さんと一緒に良い思い出を作りたいと思いま

す。ちなみに石垣島の天気ですが、今日の段階での週

間予報では、18日から 3日間とも晴れ、最高気温も

30度となってます。 どうぞ、最新の情報をご覧頂きな

がら、服装の準備をして頂ければと思います。以上で

会長挨拶を終わります。ありがとうございました。 

理事会報告 

審議事項 

・新入会員候補者 相澤一郎氏について 

・２０２３-２０２４年度 ガバナー補佐 長岡信裕 分区

幹事 中澤信夫 拡大増強委員会 委員 長岡信裕 

ローターアクト委員会 委員長 大野利美知 承認につ
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東京上野ロータリークラブ 
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前回の例会報告 11 月 14 日第 1668 回例会 

 



いて 

・２０２３-２０２４年度 理事・役員公示について 

２０２3－２０２4年度理事役員候補者（12/5 クラブ年次

総会議案）の件 

当クラブ指名委員会は細則第 1条第１節に従って、会

員 中島実佳君を 2024-2025年度東京上野ロータリー

クラブ会長候補者に指名いたしました。 

１１月 7日の第５回理事会におきまして会長推薦者の

公示を承認致しましたので、ここに公表いたします。 

１１月末日までに対抗候補者の立候補が無い限り、指

名委員会の指名通りに確定することとなります。 

又、１１月 7日の第５回理事会におきまして 2023―24

年度理事役員推薦者の公示を承認致しました。 

候補者のお名前は下記のとおりです。 

2023‐2024年会長、冨坂伸吾会員 2024‐2025年度会

長ノミニー（クラブ奉仕委員長）候補 中島実佳会員・

2023-2024年度 副会長候補 山下会員・幹事候補新

保会員・会計候補 中澤会員・会計監査候補 長岡会

員・理事候補 山本会員、園部会員、塚田会員、瀬古

会員、渡邉会員、佐谷会員 以上１２名の理事会構成

になります。 

１１月末日までに立候補者の申し出が無い限り、指名

委員会の指名通りに確定することとなります。 

・２０２１-２０２２年度決算報告について  承認 

協議事項 

・今年度予算について（継続協議） 

・例会テーブルを円卓変更について 

幹事報告 RI関係  

「ロータリー希望の風奨学金」支援東日本大震災チャリ

ティコンサートのご案内が届いております。日時：2023

年 3月 10日（金）場所：すみだトリフォニーホール 詳

しくは掲示板をご覧ください。 

・地区公共イメージ委員会よりアースデー「ぶっく・デ・

アース」のご案内がとどいております。掲示板をご覧く

ださい。 

・ロータリアン国際スキーフェローシップ ニセコ大会の

ご案内が届いております。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。 

・東京江東ロータリークラブより創立 60周年記念誌が

届きました。受付にございますのでご覧ください。 

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 

 

 11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が確定しました。これ

からお名前を読み上げます。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。

ゴルフにご参加の皆さんは、離島なので荷物が届くの

に時間がかかる場合がありますので、そろそろゴルフ

バッグを送っておいた方が良いかと思います。 

 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 35

名の人数で確定しました。以上です。ありがとうござい

ました。 

宮本国際奉仕委員 

 
今年度の国際大会はオーストラリアのメルボルンで

2023年 5月 27日から 31日の期間開催されます。 

大会にご出席の方はネット Rotary.orgからの申し込み

となります。 

また、飛行機・ホテルなども大変込み合いますので

早めのご予約をお願い致します。 



ニコニコボックス 

長岡会員 この度は、コロナ陽性となり、皆様には大変

ご迷惑とご心配をおかけして申し訳ござい

ませんでした。おかげさまで大変軽症です

みました。 

木村会員 少々疲れました。 

中島会員 卓話に平和フェローの川松委員長をおむか

えしています。楽しみにしています。 

                  （本日の合計  15,000円） 

（本日までの累計  962,000円） 

 

 

■クラブフォーラム＜国際奉仕＞ 

卓話「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長  

川松保夫氏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

                   

         

            

           
           

                  
                  
                  
                  
            

              

                             
   

                             
                        

                                
                             

                             
                            
             

                             
              

           
                        
         

                               
                              
                              
                          

                     
      
         
       
       
                     

                         
                         
                          

            

       

          

    

              

         

                          

     

      

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 



 

 

 

 

 

 

  

長岡会長感想  

 本日は、川松委員長の貴重な卓話、ありがとうござい

ました。今まで、ロータリー平和フェローシップについ

て、あまり良く分かっていなかったのですが、本日のお

話でたいへん良く理解できました。平和フェローシップ

委員会の皆さんの活動をこれからも応援していきたい

と思います。 

 

       

                    

                            
                         

                           
                           
          

    

                          

                      
    
     

            

                                       

                                     

                                    

                                    

                                       

                                       

                                   

                              

                                      

                                       

                  
          
  

           

                
       

                                             

                                   

                 

                             

                                                         

                                                        

                                                    

                                                    

                                                    

                                                     

                                                                  

                                            

                                                       

                                                   

                                                                   

                                                          

                                                         

                                                            

                                                                  

                                                         

                                                                     

      

       
                   

             

             

             

           

            

           
                              
                              
                              
    
                              
                              
                      

             
           
           
   

        

      

本日の例会 １１月２１日（月） 

会員卓話 

演題「メディカルタウン文京・本郷」 

㈱加藤萬製作所代表取締役社長 

加藤 高身会員 

（紹介者 永井重孝会員）   

 
次回の例会 １１月２８日（月） 

会員卓話 

演題「チームビルド＆アナポリス遠征」 

一般社団法人シーボニアヨットクラブ 

中澤信夫会員 

東京上野ローターアクトクラブ 

「第一回 谷根もりばあ交流活動」のご案内 

この度、文京区根津での地域交流・奉仕活動をお

こないます。本会場を拠点に継続的に地域 

のための奉仕活動をおこなっていきたいと考えてい

ます。第一回は、谷根もりばあ設立の経緯や 

目的を会場運営の方々と確認するとともに、私たち

の普段使っている名刺に点字を付ける体験を 

させていただきます。作成をご希望の方は、事前に

ご連絡ください。 

記 

【日時】    2022年11月26日(土) 11:00～14:00 

        お弁当をご用意します。 

【会場】    谷根もりばあ（文京区根津2-32-10バ

ルセ藍染倉庫） 

【持ち物】   点字記載をしたい名刺 

【登録料】   1000円（名刺作成希望の方のみ） 

【登録期限】  2022年11月24日(木) 

【登録連絡先】 東京上野ローターアクトクラブ 幹

事 棚村瑞貴   Tokyo.uenorac2580@gmail.com 


