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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   

■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 なし 

ソングリーダー 三輪会員 

 

会長報告 

 

皆さん、こんにちは。 

まずは、本日 相澤一郎さんがご入会されました。 心

より歓迎いたします。 今後のご活躍を期待しておりま

すので、よろしくお願いいたします。 

さて、昨日までの石垣ロータリークラブ様との姉妹クラ

ブ締結式及び旅行会にご参加頂きました皆様、誠にあ

りがとうございました。 

また、大変お疲れ様でした。 

大浜会長・松田幹事はじめ石垣の皆さんのホスピタリ

ティ溢れるおもてなしを受け、大変感動しました。 

また、中山石垣市長にもご臨席頂き、姉妹クラブ締結

式もおごそかに行われ、その後の懇親会は大変楽しく

過ごすことが出来ました。翌日の島巡りでは、西表島、

由布島、小浜島と渡り、由布島では牛車に乗って楽し

みました。今後も更に友情と親睦を深め、そして意義の

ある共同の奉仕活動も模索していきます。 

今日の卓話は、加藤会員です。加藤会員よろしくお願

いいたします。 

新入会員入会式 紹介者 渡邉会員・長岡会員 

 皆さんこんにちは。相澤一郎さん、今日ご入会という

ことでございます。私が通っていた明治大学の後輩で、

年齢は 56歳です。職業分類は不動産開発です。非常

にアクティブな方で、私と一緒にマラソン大会に出た

り、登山や海釣りをして自分で魚を捌いたりしているよ

うです。「上野ロータリークラブの将来のために、必ず

活躍していきます！」とのことなので、入会していただ

きました。どうぞ皆様、よろしくお願いいたします。 

入会式 相澤一郎氏 

 
相澤新入会員より一言 

この度は、伝統ある上野ロータリークラブに入会させて

いただきまして、誠にありがとうございます。今ご紹介

に与りました渡邉さんとは、学生の時に上野界隈でよく
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遊んでいただきました。私は山一証券というところに入

社し、会社が倒産してしまったので不動産会社でアル

バイトのようなことをしていました。そして子会社の代表

権をもち、年商も 100億くらいの企業まで担当しまし

た。その後独立して、今の会社に至ります。渡邉さんと

は、東京マラソンや富士五湖の 100キロマラソンでお

会いすることがここ 4～5年あり、入会をお誘いいただ

きました。改めて感謝申し上げます。マラソンは練習が

大変ですが、このクラブに入会させていただいて月曜

日に参加することをルーティーンとして、自分の糧とし

たいと思うので、皆様のご指導ご鞭撻をいただければ

幸いです。よろしくお願いいたします。 

 

幹事報告 RI関係  

・入会 2年未満対象新入会員オリエンテーショ

ン”ハローRotary”第 2クールのご案内が届いて

おります。掲示板をご覧ください。（なお対象の

方にはメールにてご案内しております。） 

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  山下公共イメージ向上委員長 

 
皆さんこんにちは。先日上野警察署から依頼がござ

いまして、12月 9日上野・本富士の合同防犯パレード

にロータリークラブからも数名参加してほしいとのこと

です。長岡会長にご相談したところ、会長ご自身は多

忙につき参加できませんが、中澤幹事をはじめ 6名の

会員で参加することになりました。この会は、東京防犯

連合会という押見会員が会長を務めている会なので、

我々ロータリークラブも協力できればと考えています。

また、上野警察署の交通少年団、及び柔剣道部員に

対する支援を毎年しているのですが、今年は 1月 15

日に行います。それに伴い、防犯ののぼりと警察署・

交番にかける横断幕を贈呈します。上野警察署・上野

ロータリークラブという名を入れようと思います。また詳

細が決まったらご案内します。時間のある方はご参加

いただければと思います。よろしくお願いいたします。 

誕生日 30秒スピーチ  根本会員 11月 22日  

 

今ご紹介いただきました、明日誕生日を迎える根本で

ございます。明日で 54歳になります。明日はたまたま

家庭集会があるので、こちらも初参加させていただきま

す。私は 50代の半ばということで、これからますます

上野ロータリークラブの皆様にご指導を賜りながら人

間性を磨いていきたいと思います。これからもよろしく

お願いいたします。 

ニコニコボックス 

地区ロータリー平和フェローシップ委員長川松保夫様 

卓話料お礼をニコニコにお入れ頂きました。 

長岡会員 石垣ロータリークラブとの姉妹クラブ締結お

めでとうございます。参加の皆様お疲れ様

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 



でした。親睦旅行、クラブ親睦委員会の皆

様ありがとうございました。 

        相澤さんご入会おめでとうございます。 

中澤会員 石垣 RC・東京上野 RC姉妹クラブ締結式

無事終了いたしました。ご参加の皆様お疲

れ様でした。親睦委員会の皆様 設営あり

がとうございました。 

加藤会員 結婚記念日お花ありがとうございました。 

塚田会員 中村さん、三輪さん親睦旅行エスコートご

苦労様でした。 

杉本会員 石垣 RC との姉妹クラブ締結おめでとうござ

いました。曇天でサンセットが見られなかっ

たのは、残念でしたが、両クラブの素晴ら

しい日の出（サンライズ）を見られた事は大

変喜ばしい出来事でした。皆様お疲れ様で

した。 

☆石垣ロータリークラブとの姉妹クラブ締結おめでとう 

ございます。長岡会長、中澤幹事お疲れ様でした。親 

睦旅行、親睦委員会の皆様ありがとうございました。 

相澤さんご入会おめでとうございます。 

渡邉会員・冨坂伸吾会員・中村会員・永井会員・佐谷 

会員・根本会員 

向井会員 親睦旅行楽しかったです。委員会の皆さん

ありがとうございました。中村会員、三輪会

員お疲れ様でした。石垣 RC との有志での

ゴルフコンペでラッキーにも優勝しました。

＋☆ 

新保会員 多くを一泊につめこんだ石垣旅行。とても楽

しく充実した一日を過ごせました。今度は

のんびりと行きたいなぁ。園部委員長はじ

め親睦委員会の皆様ありがとうございま

す。＋☆     （本日の合計  75,000 円） 

（本日までの累計 1,037,000円） 

■卓話「「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 

 

メディカルタウン本郷たる由縁としまして、まず文京

区は本郷地区と小石川地区があります。我々上野 RC

の区域は文京区の内、白山通り以東並びに台東区の

内の旧下谷地区とありますように、白山通りの西側は

小石川地区となります。そこで文京区の広さ面積は  

１１．２９Km2でこれを２つに分けますと５．６５Kｍ２とな

ります。 

実はこの面積の中に大学医学部、医科大学が４校

あります。ちなみにあの大きな北海道には３校しかあり

ません。北大、札幌医大、旭川医大の３校です。北海

道の面積は８３，４５６Ｋｍ２に対し本郷は５．６５ｋｍ２

で本郷の１４，８００倍の広さに３校ですから、いかに本

郷の密度が高いかわかりますよね。 

本郷には東大医学部、東京医科歯科大学、順天堂

大学医学部、日本医科大学の４校です。 

１日の外来数も東大が約３０００人、医科歯科が約２３

００人、順天堂が約４５００人、日本医大が約１８００人

と合計約１１，６００人もの人が本郷へ毎日来ているわ

けです。 

先日私が東大の外来で待っている時に隣の人がお

しゃべりをしていたのですが、私は今日始発に乗って

来ましたとか、遠いところから来ているんですよ。千葉

県の銚子から来たとかいろいろですが、我々は自転車

で５分もかからずに行ける範囲にいるのです。こんなに

医療に恵まれていることを当たり前だと思わないで頂

きたいとも思います。 

その他にもお茶の水をちょっと超えるだけで日大歯

学部、坂を少し水道橋へおりると東京歯科大学、その

ちょっと先の飯田橋には日本歯科大学といかに医学の

街かわかると思います。また大学だけではなく、地場産

業としての医療機器会社の本社がほとんどこの地域に

集中しています。我々クラブにも今村さん他多くの医療

機器関連会社の方がおられるように、メデイカルタウン

を形成しています。また出版関係も多数あり医学出版

会社は当クラブの金原さんの医学書院さんを始め日本

の医学書の出版会社もほとんどが本郷に集中してい

ます。本郷がメディカルタウンたる由縁かと思います。 

実は日本では例えば関東地区ですと元々は隣の千

葉県の千葉大学医学部、群馬県の群馬大学医学部、

神奈川県の横浜市立大学医学部しかなかったのです

が、昭和４８年（１９７３年）第二次田中内閣が医師不足

に対応して各県に１大学の構想ができ、新設校として



埼玉県には埼玉医科大学また特別ですが防衛医科大

学、栃木には独協医科大学と自治医科大学、茨城県

には筑波大学医学部、神奈川県には、北里大学、東

海大学、聖マリアンナ医科大学が出来ました。各都道

府県に１校が出来る医科大学開校ラッシュがおこりま

した。 

そして最後に昭和５４年に沖縄の琉球大学医学部

が新設されました。琉球大学医学部新設からやっと３７

年ぶりに文科省は宮城県に東北医科薬科大学医学部

並びに千葉県に国際医療福祉大学が新設された状況

です。 

いかに、日本一のメデイカルタウン本郷としての大

学並びに医療産業、医学出版関係が集中しているか

お分かり頂けたかと思います。         

先週、グアム島に行っておりました。なので、石垣に

は行けませんでした。グアムは人がいませんでした。も

う、酷いです。これでも少し良くなったということですが、

いつも行くレストランもクローズしていました。メイン通り

にはギャラリアがあるのですが、午後 1時からしかオ

ープンしない。終わるのは夜 7時です。夕食が終わっ

て皆が 1杯やってから行けば、どんどん買うでしょうが

閉まっているのでお客さんも来ません。その先に、タモ

ンサンプラザというところがあるのですが、そこのルイ

ヴィトンもなくなっていました。もう酷いです。コロナの影

響なのでしょうが・・・。グアム島の人たちも困っていま

した。私はよく向こうでメイクアップするのですが、グア

ムサンライズロータリークラブが例会をしていたパシフ

ィックスターホテルというところもなくなっていました。星

野リゾートは今度グアムにオープンするということです

が、星野ならみんな行きそうですよね。出国手続きに

関してですが、行きはワクチン証明があればよいので

すが、最低なのは帰りです。さっきも塚田さんと話して

いたのですが、帰りは厚労省の登録がいるんですよ

ね。年寄りだからできないんですよ。字も小さいし、たま

たまいた空港の人にやってもらいました。税関の申告

書のように厚労省も紙で手続きをさせてほしいですね。

年寄りにとっては、非常に不便さを感じました。以上で

す。ありがとうございました。 

長岡会長感想 

加藤さん、ありがとうございました。改めて、メディカル

タウンという話を伺って文京区の偉大さを感じました。

教育の関心度が一番高いのも文京区ということで、私

も文京区に半分住んでいましたが、文京区は誇れる地

域だと再認識しました。ところでグアムのお客さんの少

なさの話ですが、沖縄はすごいのです。海外に行くの

が大変な分、沖縄に行くのです。石垣もすごかったで

す。どこに行っても人だらけです。沖縄はコロナ前より

も忙しいようです。早くコロナが落ち着いて、普通に海

外に行けたら良いなと思います。本当にありがとうござ

いました。 

次回の例会 １２月５日（月） 

クラブ年次総会 

 

本日の例会 １１月２８日（月） 

会員卓話 

演題「チームビルド＆アナポリス遠征」 

中澤信夫会員 

東京上野ローターアクトクラブ・東京池袋西ロ

ーターアクトクラブ合同12月第一例会 

東京池袋西ロータリークラブ 平井様ご卓話 

「フリーターからロータリアンへ」のご案内 

本例会は東京池袋西ロータリークラブの平井憲太

郎様をお呼びし、ご卓話をしていただきます。平井

様がロータリアンへなった経歴や江戸川乱歩の生

涯を孫から見た想い出を交えてご卓話頂く予定で

す。また、例会後に懇親会の実施を予定しておりま

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12月11日(日)  10:30 ~ 11:30 (10:15 

登録開始) 

会場： 下谷神社 社務所 台東区東上野3-29-8 

登録料： RC:1,000円 

RAC,ビジター:無料  

登録締切： 12月09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、フリガナをご

連絡ください。 



２０２２年１１月１８日石垣ＲＣとの姉妹クラブ締結

式  記念品交換 

 

姉妹クラブ締結調印式 

 

マングローブ見学 

 

 

 

 

 

 

由布島～牛車 

 

石垣島遊覧船 

 


