
 

 

 

 

 

 

 

 

疾病予防と治療月間         １６７２回例会 １２月１２日             NO.1662     

 

 

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   

■出席報告       （会員 48名内出席免除 6名） 

会員数 出席者 出席率 11月 21 日修正出席率 

48（46） 29（2） 67.39％ 78.26％ 

ＷEBでの参加 瀬古会員・杉本会員 

ソングリーダー 三輪会員 

 

会長報告 

 

皆さん、こんにちは。 

先週の例会時には、サッカー日本代表は、嬉しいまさ

かでドイツに勝ち、さあ連勝して決勝トーナメントだと多

くの期待をされましたが、今度は正に悲しいまさかでコ

スタリカに負けてしまいました。 

そしてきっとスペイン戦も厳しく、予選敗退するであろう

という空気が蔓延していましたね。ところが、また嬉し

いまさかが起きました！なんとスペインに逆転勝ちし

て、１位で予選リーグを突破しました。私も２日の早朝、

ライブで観戦し 息子と抱き合って喜びました。 

そして、いよいよ決勝リーグの初戦が今夜０時にキック

オフです。是非クロアチアに勝って、８強 ベスト８にい

って欲しいですね。 

ベスト８に進むと次の相手は順当ならブラジルです

が、日本と同様に崖っぷちから這い上がってきた韓国

がブラジルをジャイアントキリングすると、何とワールド

カップの準々決勝でベスト４をかけて夢の日韓戦が実

現します。さて、どうなることやら。 わくわくしますね。 

まずは今夜、日本の応援をしっかりしたいと思います。 

本日は、年次総会であります。 早いもので、次年度

の体制が発表され、被選理事会もスタートします。 

とはいっても、長岡・中澤年度もまだ６か月強残ってお

ります。これから諸事業も続きます。 

そして何と言っても、会員拡大も目標の１０名に対し

今のところ５名と５０％の達成率です。既にオープン例

会に参加された入会候補者も１０名以上いらっしゃいま

す。今一度、皆様全員で自分事として、会員拡大・増強

のご協力を心よりお願い申し上げます。 

そして、必ずや１０名の会員拡大・増強を達成しまし

ょう。以上で、会長挨拶を終わります。 

理事会報告 

審議事項 

・忘年家族会 予算について    承認 

・奏楽堂コンサート 予算について 承認 

協議事項 

・1月理事会 日程及び会場について 

・１月新年初移動例会について 
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東京上野ロータリークラブ 
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例会 

前回の例会報告 12 月 5 日第 1671 回例会 

 



・クラブ年次総会（本日）進行について 

・第一回家庭集会 報告について  

・例会テーブルを円卓変更について【再協議】 

報告・連絡事項 

・クラブフォーラムについて   第４回１２月１２日第５

回１月３０日 第６回２月６日 

・次回ミニオープン例会について   ２月２０日（月） 

・忘年家族会について         １２月１９日（月）  

・グルメを楽しむ会     １２月２６日(月) 

・上野駅前献血運動について     ４月１日(土) 

・奏楽堂コンサートについて      ４月１３日(木) 

・メルボルン国際大会について  

 

幹事報告 RI関係  

・12月のロータリーレートは 2022年 12月 1 ドル＝138

円 です。 

他クラブ関係  

・例会変更は掲示板をご覧ください。 

・東京小石川ロータリークラブより創立 50周年記念誌

が届いております。受付にあり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  三輪クラブ親睦副委員長 

クラブ親睦委員よりお知らせです。12月 19日に忘

年家族会がございます。18時から上野精養軒です。現

在、80名の方が参加予定です。まだ受け付けておりま

すので、まだの方はお知らせいただければと思いま

す。また、12月 26日のグルメを楽しむ会は、18時から

京橋のシェ・イノで行います。募集人数 30名に対して、

現在 26名です。あと 4名受付可能なので、希望の方

はおっしゃっていただければと思います。以上です。 

 

誕生日 30秒スピーチ    水門会員 12月 5日 

 

本日 12月 5日で 46歳になりました。私はこのロー

タリークラブに入会させていただいてから、早いもので

半年経ちます。皆さんといろいろとお話をさせていただ

くことをすごく楽しませていただいています。本日、ロー

タリークラブからプレゼントが届いたそうで、妻から写

真付きの LINEが送られてきました。ありがとうござい

ました。 

実は二週間ほどお休みをさせていただいていたの

は、陰性ではあるのですが少し風邪気味でした。大き

な声で喋ると咳こんでしまうことがあるので、ちょっと小

声で喋らせていただいています。46歳というこの歳、皆

さんにとってはまだまだ若いだろうと思われるかもしれ

ませんが、私としては随分と年をとったな、と感じてい

ます。目も少し老眼気味で、眼鏡を外さないと近くが見

えなかったり、風邪もよく引くようになり、しかも治りが

悪いような気がします。身体に気をつけて、これからも

皆さんと仲良く、ロータリーライフを過ごせたらな、と思

っています。 

最後に一つ、今日国歌斉唱したときにどうしても日

本代表のことしか頭に浮かばなくなってしまいました。

私の誕生日が過ぎた 12時から試合が始まります。結

果が出るのは次の日になってしまいますが、日本代表

が勝利して、私の誕生日がすごく良い日になれば良い

な、と思っています。ありがとうございました。 

ニコニコボックス 

長岡会員 昨日は大学ラグビー対抗戦、母校明治が

早稲田に快勝しました。この勢いで今夜の

クロアチア戦も日本代表に頑張ってもらい

たいです。 

大野会員 寒くなりました。三輪さんがワールドカップ

ベスト 8に、ニコニコしてくださいと言ってい

たので。 

捧 会員  30日のグルメの会、参加させて頂きありが

とうございました。美味しい料理は、心を豊

１2月 １日 吉田会員 ７日 松尾会員 

 

１２月 ４日 加藤会員  ５日 水門会員 

    １７日 塚田会員  

 

 

 

 



かにしてくれます。山下さん行き帰りともに

送迎頂き感謝の仕様もございません。本

日年次総会とクリスマス忘年会と続きます

が風邪等に罹らぬ様に気をつけて、双方

共参加したく思っています。 

柴田会員 嬉しい寝不足が続くと良いですね。今晩は

クロアチア戦です。頑張れ日本！！ 

☆本日、クラブ年次総会を祝して！！ 

冨坂伸吾会員・新保会員・塚田会員・吉村会員 

江口会員 今日も寝不足になりそうです。がんばれ日

本！！＋☆ 

水門会員 ワールドカップの勝利を！！＋☆ 

三輪会員 サッカーワールドカップ、本日ベスト８をか

けての試合、楽しみですね。みんなで応援

しましょう！＋☆ 

中島会員 12/1の家庭集会、ありがとうございました。

＋☆ 

向井会員 3週間前から右肩甲骨が痛くて寝るのも辛

いので診てもらったら「ストレートネック」と

のこと。皆さんもパソコン・スマホの操作の

姿勢に気をつけて下さい。＋☆ 

尾中会員 申し遅れましたが 11月 27日に我社も創立

80周年を迎える事が出来ました。一重に

皆様のお陰と感謝申し上げます。＋☆ 

中澤会員・園部会員 家庭集会第 4班に出席頂いた

お二人からです。 

    （本日の合計  71,200 円） 

（本日までの累計 1,135,200円） 

■クラブ年次総会    長岡会長 

 

１２月第一例会日でございます。東京上野ロータリーク

ラブ細則第４条・第１節の規定によりクラブ年次総会を

行います。 

クラブ細則第４条第１節により年次総会を執り行いま

す。本日の出席についてご報告します。  

会員数 48名中 29名出席（出席免除者 6名中 3名

web出席 2名を含む）クラブ細則４条第３節により３分

の１以上の出席ですので、本総会は成立することをこ

こに確認いたします。 

第１号議案 第１条 理事および役員の選任の件  

２０２２年－２３年度の理事役員の選任をお願いしま

す。１１月 7日の理事会におきまして理事役員推薦者

の公示を承認し、その後、皆様に掲示板・週報にて公

示いたしました。１１月末までにその他立候補者の申し

出がありませんでしたので、候補者のお名前を申し上

げます。 

・２０２３‐２０２４年度会長ノミニー（クラブ奉仕委員長）

候補中島実佳会員 ２０２3-24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・

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１０名に 2022‐2023年会

長の冨坂伸吾会員と今年度長岡会長が加わりまして、

１２名の理事会構成になります。 

クラブ細則第 1条 第 1節に従いまして、出席会員の

過半数の投票を得れば当選したものと宣言されます。

本来は、投票用紙による選挙をしなければいけません

が、投票を皆様の拍手によって採択させていただきま

す。それでは本議案にご賛同いただけますでしょう

か？ 

「賛成多数」で、理事・役員選任の件は決定されま

した。ありがとうございます。クラブ細則第 1条 第

1節により、推薦されました会長ノミニー・副会長・

幹事および会計と８名の理事候補の方々は、選任さ

れましたことを宣言いたします。中島会長ノミニー

は、7月 1日より会長エレクトとして理事会メンバー

に入ります。 

冨坂伸吾会長エレクト挨拶 

 

只今ご紹介に与りました、冨坂でございます。改めま

して、よろしくお願いいたします。昨年、この年次総会に



おいて会長ノミニーの指名を受け、早 1年が瞬く間に

過ぎていってしまいました。そして、これから 7 ヵ月後に

会長に就任する予定でございます。私が東京上野ロー

タリークラブに入会してから 14年が経ちました。14年

前は、まさか会長に就任するなんて想像もしていませ

んでした。その頃の会員数は 59名でした。そこから毎

年減少を続け、42名まで落ち込んでしまい、このまま

でいくと 30代に突入してしまうという危機感を感じてい

ました。今年度、長岡会長が「新入会員 10名を入会さ

せる。これは目標でなく確実に実現させる。」と仰って

いました。毎年目標は多めに想定するものですが、さ

すがに 10名はないだろうとその時は感じていました。

しかし 5 ヵ月経った今、すでに 5名の方に入会してい

ただいております。更に、これから入会予定の候補者

も数名いらっしゃるということで、10名の入会も現実味

を帯びてまいりました。人数が増えれば良いというもの

ではありませんが、やはり減っていくとどんどん衰退を

起こしてしまいます。会員増強というのは十数年来、最

重要課題として挙げられ、まさに我々の悲願といっても

言い過ぎではないと思っております。現在、悲願成就と

まではいきませんが、この歴史と伝統のある上野ロー

タリークラブはさらなる進化を遂げていると感じており

ます。その会の会長に就任をするという、まさに責任感

の重さを痛感しています。 

また、来年度は東京上野ロータリークラブ 40周年を

迎えます。準備委員会、園部委員長の下、どのような

周年をするか、打ち合わせを重ねております。年が明

けた然るべきタイミングで、準備委員会から実行委員

会に移行します。40周年実行委員会、こちらには全会

員の皆さんに登録していただきます。会員の皆様、お

ひとりおひとりの力で、式典、周年、そして全ての周年

事業を執り行う予定でございます。1年が終わったとき

に、「良い周年だったね」と言えるように、皆さんのご協

力をお願いいたします。 

本日の年次総会終了後、第一回被選理事会が開催

されます。7 ヵ月後の初例会、この壇上におきまして、

準備万端と言えるべく努めてまいります。会員の皆様

には周年以外でも、さまざまなことをお願いすることと

なります。皆様のご協力、そしてご指導をお願い申し上

げまして、私の挨拶とさせていただきます。これから 19

ヵ月間よろしくお願いいたします。 

 

新保次年度幹事挨拶 

 
皆さんこんにちは。只今の総会にて、2023～2024年

度の幹事にご指名・ご承認をいただきました新保でご

ざいます。冨坂次年度会長があまりにも立派な話をさ

れたので、大変やりづらいのですが、なんといっても諸

先輩方が築き上げてきたこの歴史と伝統のある東京

上野ロータリークラブの 40周年という輝かしい年に幹

事に任命をしていただきましたこと、大変嬉しく思うと同

時に、それ以上に大きな責任とプレッシャーを感じてい

ます。先ほど、冨坂会長から「準備万端」という言葉が

出ております。私は四字熟語が苦手なせいか、今まで

ずっと冨坂さんからは、「なんとかなるさはなんともなら

ん」と分かりやすく教えていただきました。その言葉の

ように皆さんにとって、この 40周年という 1年間が本

当に良かった、素晴らしい年になった、と言っていただ

けるように、何事にもしっかりと準備を重ねたいと思い

ます。黒子として、この 40周年記念の冨坂劇場の裏

方として、しっかりと皆さんの意見を聞きながら働いて

まいります。ぜひ、皆さんの優しいご指導とご支援をお

願いして、次年度幹事としての挨拶とさせていただきま

す。皆さんどうぞ、1年間よろしくお願いいたします。 

次年度中島会長エレクト挨拶 

 

皆さんこんにちは。次年度の会長ノミニーに就任しまし

た、中島と申します。よろしくお願いいたします。私が東

京上野ロータリークラブに入会させていただいたのは 



ちょうど 10年前です。その当時、42歳になった年だっ

たのですが、先代の父が他界をして大野さんから、「こ

ういう時だから、しっかりとロータリーをやって見聞を広 

めなさい」とご指導いただいて、入会しました。ここで、

今 48名の会員の方がいらっしゃいますが、まだまだ女

性メンバーは少なく 5名です。そこで私が初めて会長

職を仰せつかることになるのですが、これを当たり前の

ことにしていきたいと思っています。今回カタールで行

われているワールドカップでも、主審の中に 3名の女

性の方がいるそうです。そこの中に日本人の山下さん

という方がいて、男性同様にピッチを走って審判として

活躍されています。彼女がインタビューで「女性として、

男子のサッカーの審判をやるということに対してどう思

いますか？」と聞かれ、「メリットもデメリットもない」と答

えていました。女性だから、男性だから、ということを感

じさせないようなパワーをもった素晴らしい方だと感じ

ました。私もそうなれるように、皆さんと一緒に活動させ

ていただきたいと思っています。微力ではありますが、

諸先輩方のご指導を頂戴しながら一緒に活動していき

たいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

次年度理事・役員 

 

 

次回の例会 １２月１９日（月） 

   クリスマス忘年家族会 

    上野精養軒 3階「桜の間」 

    点鐘 18：00 

本日の例会 １２月１２日（月） 

第５回クラブフォーラム 

＜社会奉仕＞鈴川社会奉仕委員長 

＜＜今後のクラブ親睦行事予定＞＞  

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 

 

 


