
 

 

 

 

 

 

 

 

疾病予防と治療月間         １６７３回例会 １２月１９日             NO.1663     

 

 

ロータリーソング 「我等の生業」 

クラブソング「めぐる友愛 冬」 

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 28日修正出席率 

48（46） 31（2） 67.39％ 69.57％ 

ＷEBでの参加 杉本会員・冨坂和弥会員 

ソングリーダー 向井会員 

 

会長報告 

 
皆さん、こんにちは。 

ドイツ、スペインに快勝し、決勝トーナメントに進んだ日

本も、大変惜しくもクロアチアにＰＫ戦で敗れるという結

末でしたね。そしてそのクロアチアがブラジルには勝て

ないだろうと予測していたら、また同点でＰＫ戦に持ち

込み、キーパーがスーパーセーブを連発し、強豪ブラ

ジルに勝利しました。 

実は、この会長挨拶はいい加減なことは言えないの

で、毎回ちゃんと事前に内容を準備しているのですが、

その準備段階の下書きには、クロアチアは流石に強豪

ブラジルには負けてしまったと書いていました。いよい

よ準決勝は、クロアチア対アルゼンチン、モロッコ対フ

ランスという事でもう暫く寝不足が続きそうです。 

さて、先週 9日金曜日の上野・湯島合同パトロール

にご参加頂きました、押見会員、山下委員長、中澤幹

事はじめ皆様大変お疲れ様でした。 

本来なら、私は地元商店会長、また観光連盟理事長

として参加しなくてはならない立場にもかかわらず、別

件があり欠席して申し訳ございませんでした。あのパト

ロールは、警察のパフォーマンス的要素が強いです

が、わたしたちは約 20年に渡り、毎月 2回の環境浄

化パトロールを行ってきました。どこまで効果があるの

か、なかなか見えませんが、それでも地道にパトロー

ルを続けることで、警察とのパイプも強固になってきま

した。特に私が会長を務める、上野 2丁目仲町通り商

店会はご存じの様に風俗店も多く、様々な事件も頻発

しております。町の安全あっての私たちの商売ですの

で、今後も頑張って環境浄化パトロールは続けていき

ます。 

さて、来週は忘年家族会なので、本日の例会が上半

期通常例会の最後となります。時間の経つのは本当に

早いですね。園部クラブ親睦委員長始め三輪副委員

長、皆さん一生懸命にご準備をされてます。本当にご

苦労様です。楽しみにしておりますので、どうぞよろしく

お願いいたします。 

社会奉仕のフォーラムという事で、鈴川委員長の仕

切りです。鈴川委員長、よろしくお願いいたします。 

幹事報告 RI関係  

・一般財団法人バギオ基金より 2021 年事業報告が届

Rotary Club of Tokyo Ueno weekly Report 

東京上野ロータリークラブ 

 

夫夫 

 

VISION MISSION PASSION を持って 

『地域から、社会から必要とされるクラブになろう』 

事務局 〒110-0008 台東区池之端 2-1-42ヴァッソンシノバズ 704号 道給万紀子 

 

第 5週月曜: 夜間例会 18:00〜19:30 

TEL03-5814-2491 FAX03-5814-2490 e-mail office@tokyo-ueno-rc.com 

会長/長岡信裕、幹事/中澤信夫、SAA/渡邉恭司、クラブ運営委員長/永井重孝 

 

2022～2023 年度会長方針 

上野精養軒  TEL03-3821-2181 
毎月曜日: 12：30〜13:30 

 

 

例会 

前回の例会報告 12 月 12 日第 1672 回例会 

 



いております。受付に置いてあります。 

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  

・東京上野ローターアクトクラブより 11月活動報告が

届いております。掲示板をご覧ください。 

・次週 12月 19日はクリスマス忘年家族会です。精養

軒 3階「桜の間」にて 18時点鐘となります。 

・今年の訃報のお知らせは 4月 23日にご逝去された

藤本貞勝会員です。 

その他の方のご連絡は事務局にありませんでしたの

で、ご存じの方はお知らせください。 

委員会報告  園部クラブ親睦委員長 

  

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、90名の方が参加予定です。福引の抽選会があり

ます。はずれが 25本、当たりは 65本です。一番高い

ものはアップルウォッチ、パナソニックのポータブルテ

レビというお風呂場で見られるテレビです。また、バル

ミューダのトースターなど、高いものもあります。会長

賞・幹事賞もそれぞれ 6本いただいておりますので、

楽しみにしていてください。 

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。現在 29名です。高級な

ワインも会長・幹事から寄付していただくので、楽しみ

にしていてください。以上です。 

ニコニコボックス 

長岡会員 先日の上野・湯島合同パトロールにご参加

の皆様、寒い中大変お疲れ様でした。私も

参加しなければならない立場なのに欠席し

て申し訳ございませんでした。 

鈴川会員 社会奉仕フォーラム、初めての司会・進行

となります。何卒よろしくお願い申し上げま

す。 

金原会員 3年ぶりにニューヨークへ行ってきました。

経済は活発、日本も見習わなければなり

ません。誰もマスクなどしていません。 

上野会員 いよいよ年の瀬も迫って来ました。来週 19

日（月）のクリスマス例会、楽しみにしてい

ます。 

日置会員 社会奉仕フォーラムよろしくお願いします。 

    （本日の合計  25,000 円） 

（本日までの累計 1,160,200円） 

■クラブフォーラム＜社会奉仕＞ 

鈴川社会奉仕委員長 

今回の社会奉仕フォーラムはクラブ活動の内容や議

題について会員が意見を出し合う討論会形式にいたし

ますので皆さんの忌憚のないご意見をお聞かせくださ

い。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

12月 3日（土）開催地区 ワークシップ参加報告 

① 7つ目の重点分野「環境」  ～世界の環境問題を

受けて～についての説明。 

② 地区社会奉仕活動について発表。 

③ ワークショップ 

上野公園クリーン活動報告について 

過日 9月 25日地区始動で 55名の参加。東京上野

RCから 15名の参加がありました。 

１月 １２日 金原会員  １８日 山下会員 

    ２１日 種子田会員 ２７日 杉本会員 

 

１２月 １７日 塚田会員  

1月  ３日 金原会員  ５日 佐谷会員 

     ６日 種子田会員 １７日 柴田会員 

    ２５日 松尾会員 

 

 

 

 



上野公園清掃活動に参加して 水門会員 

 

・上野公園自体は、定期的に清掃が入っているので、

表面上は綺麗であるが、植え込みの中や道路との境

界の植木の根本などにゴミが溜まっていた。 

・年長の子供と一緒に参加したが、子供にとっても良い

経験になったのではないかと思う。また、親子で参加し

たいと思っています。 

木村会員 

 

・上野公園清掃活動は、年に 1回ではなく複数回実施

した方が良い。 

・なるべくたくさんの人数で実施した方が良い。 

新保会員 

 
・上野の動物園通りは、東京大江戸清掃隊に登録して

いるボランティアの方たちが清掃活動をしているが、特

にこの時期は主に落ち葉の清掃が行われているように

思う。 

・上野の範囲が広いので、清掃活動の回数を増やすこ

と、人数を増やすことが必要だと思う。 

・上野公園だけでなく、その周辺でもゴミが散乱してい

るので、別の区域の清掃も検討した方が良い。 

・参加人数を多くするために、他のクラブに協力を依頼

することも検討した方が良い。 

瀬古会員質問 

 

上野公園のクリーン活動は、どこかに申請や許可を出

されたうえで行っていますか？ 

長岡会長回答 

東京都東部公園緑地事務所が上野公園を管理してい

るので、そちらに申請をしてから活動することになりま

す。 

奏楽堂コンサートについて  鈴川社会奉仕委員長 

今年度はイタリアのオペラの有名シーンをハイライトで

構成したプログラムを予定しています。 

集客については、色々と意見が出ています。社会奉仕

委員会では上野学園の生徒を招待してはどうかと提案

されました。又、第 5班の家庭集会では「地域の高齢

者を招待したらどうか？」との案がでました。現状で

は、演目はクラシックに限られています。このまま藝大

へ依頼をし続けてもよいのか、又ジャンルについても

色々なご意見をお聞きしたいと思っております。 

奏楽堂コンサートについて  大滝会員 

 

・奏楽堂コンサートは、ロケーションや会場も良く、ま

た、今まで藝大の学生たちが出演してくれていたこと

は、対外的に一番良い社会奉仕活動であると思う。 

・今まで身体の不自由な方を含め、いろいろな方を招

待したが、定員オーバーになったことは数回しかない。

今回もコロナの影響で、定員 200名に制限されている

が、200名以上来ていただいても良いのではないか、

と思う。分区の各クラブの社会奉仕委員を招待して、上



野ＲＣではこういうことをやっている、と知ってもらうこと

でアピールできれば、公共イメージ向上に繋がる。 

大野副会長 

 

・ロータリアンだけではなく、台東区の身体の不自由な

方や、以前コンサートを開いてもらった台東区の小学

生たち又上野学園の生徒たちも招待した方が良い。な

ぜなら、音楽に興味のある青少年たちに、藝大の学生

たちの演奏を聴いてもらうことで、さらに音楽への興味

の幅が広がるのではないかと思う。 

・38年間、藝大を応援してきたので、引き続き東京藝

大にお願いしていった方が良い。 

長岡会長感想 

鈴川委員長、ご苦労様でした。初のファーラムなの

で慣れない部分はありましたが、気持ちはよく伝わった

と思います。社会奉仕というものは、本当に幅が広い

です。上野公園清掃活動、献血、奏楽堂コンサート、ま

た、他クラブの事例もありましたが、こども食堂など生

活困窮者への奉仕もあります。私は、上野ＲＣが地域

から、社会から必要とされるクラブになることを大目標

にして今年運営をしています。我々が自己満足で終わ

ってはいけない。そこをまず、第一に考えて、今後どの

切り口で社会奉仕をしていくのかはどんどん議論を進

めたいと思います。 

皆さんご存知のように、上野は、東京国立博物館と

いう日本で一番歴史のある博物館や、美術館、文化会

館をはじめとする音楽ホールなど日本を代表する文化

ゾーンです。これだけの文化ゾーンは他にどこにもあり

ません。このアドバンテージを地元クラブとして活かし

ていく、その中でもやはり藝大は肝だと思います。藝大

さんとの付き合いは、これからも大事にしながら、いろ

いろな切り口で社会奉仕を学び、意義のある、社会か

ら必要とされる事業にしていきたいと思います。ありが

とうございました。 

 

 

 

12月 9日（金）上野・湯島合同パトロール 

 

 

 

本日の例会 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 

次回の例会 １月１６日（月） 

新年初移動例会 

下谷神社 １２：３０ 

＜＜今後のクラブ親睦行事予定＞＞  

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 

 

 


