
 

 

 

 

 

 

 

 

職業奉仕月間           １６７５回例会  １月２３日             NO.1665     

 

 

新年初例会 下谷神社会館 

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 12月 12日修正出席率 

48（46） 39 82.98％ 86.96％ 

長唄・三味線 杵屋五吉郎様 

付き添い・花柳恵美舞也様 

米山奨学生 朱 夫誠さん         （合計 3名） 

ソングリーダー  三輪会員 

 

長岡会長挨拶 

 

皆様明けましておめでとうございます。 

清々しい新春をお迎えの事とお喜び申し上げます。 

本日は年明け初の例会ということで、阿部宮司にご

無理を言ってここ下谷神社においてご祈祷を頂き、ま

た常盤会員からはお正月にふさわしい素晴らしい踊り

をご披露頂き誠にありがとうございました。 

既に地元の町関係や、仕事関係の様々な新年会も

開催され、お正月ムードもそろそろ終わりかと思います

が、東京上野ロータリークラブとしては新年初例会であ

り、下半期のスタートの例会でもあります。今年は、うさ

ぎ年という事で、うさぎは穏やかで温厚なので「家内安

全」や、またピョンピョンと飛び跳ねる姿から「飛躍」や

「向上」をする年であり、また新しい事に挑戦するのに

最適な年とも言われています。 

現在、コロナは第８波と言われていますが、上野の

町にもだいぶ外国人観光客が増えてきており、また

1/22の春節に向けて、中国人観光客もいよいよ戻って

来る様です。 ただ中国国内のコロナ感染者数の報道

を見ていると、今後日本にどの様な影響が出るのか心

配ではありますが、うさぎ年にあやかり、飛躍の年にし

たいと思います。 

さて、昨日は山下公共イメージ委員会委員長の元、

上野警察署の少年柔剣道育成会の鏡開式及び、その

後の上野駅前での交通・防犯啓蒙活動にご参加の皆

様、日曜日の朝早くから大変お疲れ様でした。 

子供達の元気いっぱいの演武から、私達もパワーを充

電出来ました。また上野駅前では、上野警察署と上野

ロータリークラブの名前が入った LED ライト付き反射

キーホルダーを配布しました。公共イメージ向上にも繋

がったとても意義のある奉仕活動だったと思います。 

山下委員長、色々とご準備段階から本番まで本当にあ

りがとうございました。 

さて、長岡年度も残り半年となりました。 
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今後の大きな活動としては、4/1の献血活動、4/13の

芸大との旧奏楽堂コンサートがあります。地域から、社

会から必要とされるクラブになる為に、しっかりと残り半

期を務めて参ります。 

また重点目標の 1番であります、会員増強も目標の

10名に対し 5名と５０％の達成率であります。 

本日の理事会では新入会員はいませんが、5名以上

の候補者はリストアップできています。今後しっかりと

計画を練って、絶対に 10名の増強を達成し、58名体

制に近づけていきます。改めて皆様のご協力をよろしく

お願いいたします。以上で、会長挨拶を終わります。 

第７回理事会報告 

審議事項本日は特にありません。 

協議事項 

・本郷 RC合同夜間例会（３月２７日） 

報告・連絡事項 

・持ち回り理事会（３月理事会、例会、日程変更） 

・クリスマス忘年家族会 収支報告 

・クラブフォーラムについて 

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)  卓話予定者 エールフランス CA 

・グルメを楽しむ会   ２月１日(水)   上野さんとも 

・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  

・Ｒ財団よりマルチプル・ポール・ハリスフェローの認証

バッチが届いております。関岡会員累計 2000 ドル・捧

会員・野口会員・大瀧会員・大野会員累計 3,000 ドルで

す。バッチをお渡しいたします。 

・DEIセミナー「クラブの成長は DEIの理解から」ご案

内が届いております。日時：3月 1日（水）14時 30分

～ 会場：東武ホテルレバント東京 出席の方は事務

局までお願いします。 

他クラブ関係  

・例会変更は掲示板をご覧ください。 

誕生日 30秒スピーチ    金原会員 1月 3日 

 

毎年のことですが、正月と共に私の誕生日がやってま

いりました。1月 3日で 74歳になりました。体調はそれ

ほど悪くはないですが、あちこち痛いところもあります。

健康に気を付けて、次の誕生日も迎えられるように頑

張っていきたいと思います。寒いので、皆さんもどうぞ

身体に気を付けてお過ごしください。ありがとうござい

ました。 

佐谷会員  1月 5日 

 

皆様、新年あけましておめでとうございます。1月 5日

で 44歳になりました。ロータリーに入って 6年経過しま

したが、非常に楽しくロータリーライフを送らせていただ

いております。健康に留意して、私も来年を迎えられる

ように皆さんとロータリーライフを楽しめればと思いま

す。引き続きよろしくお願い致します。ありがとうござい

ました。 

ニコニコ 

長岡会員 本日は新年初例会です。今年も宜しくお願

い致します。 

大瀧会員 皆様から沢山の年賀状を頂戴しました。あ

りがとうございます。本年もどうぞ宜しく。 
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 

 

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 

 

 

 

 



       昨日は 14日 40年前の創立総会でした。

思い出す事があります。今年の 40周年楽

しみです。 

佐谷会員 誕生日を自祝して。 

☆本日は新年初例会です。今年も宜しくお願い致しま 

す。 

中澤会員・常盤会員・山本会員・加藤会員・冨坂和弥 

会員・永井会員・木村会員・瀬古会員・中島会員・江口 

会員・園部会員・尾中会員・山下会員・塚田会員・向井 

会員・渡邉会員・吉村会員・中村会員・三輪会員・野口 

会員・今村会員・相澤会員・根本会員・上野会員 

鈴川会員 本日の社会奉仕委員会コンサート企画委

員会宜しくお願い致します。＋☆  

李 会員 クリスマス会はとても楽しかったです。ありが

とうございました。＋☆ 

水門会員 新年そうそう尿管結石で苦しみました。今ま

で生きてきた中で一番痛かったです。＋☆ 

常盤会員 昨日、文化庁主催・公益社団法人日本舞踊

協会主催、令和 5年各流派合同新春舞踏

大会本選が実施され一位の文化科学大学

賞一位を本日来ている花柳恵美舞也が受

賞しました。皆様に感謝御礼申し上げま

す。      （本日の合計  195,000円） 

（本日までの累計 1,480,200円） 

新年初例会 下谷神社にて 

新年参拝 御祈願と新年の舞 

舞踊：花柳基 会員 長唄三味線：杵屋五吉郎さん 

付き添い：花柳恵美舞也さん 

 

 

○長唄 七福神 

現在に伝わる長唄の中では、最も古いとされる曲のひ

とつ。 

「七福神」という題名にもかかわらず、歌詞に登場する

のは恵比須ひとりだけ。 

古代神話で海に棄てられた蛭子という神様を、福をも

たらす恵比須様の正体として紹介している。歌の後半

は「引く」という言葉に関連のある事柄を集めた「ひくも

のづくし」。 

赤い雲がたなびく夜明けの空は、新しい一日の始ま

り。 

荷物を積んだ車に、七福神が乗った宝船。 

豊かな恵みに世は栄え、若い衆が引く網は大漁を、山

田の鳴子は実りの秋を連想させます。 

お正月の宝引、祇園祭の山鉾引き、神楽に勇む神馬。

長唄の中で最も長く唄い継がれてきたこの曲は、人々

心をはずませ、幸せを引き寄せる、めでたいものづくし

の曲でもあるよう。 

○滝流し 

「勧進帳」の中で、富樫にお詫びに酒を振る舞われた

義経一行、お礼に弁慶が舞を披露する。義経と家来た

ちを先に立たせ、その後自分も後を追って行く。 

ここで弁慶が踊る「延年の舞」のときに、まるで滝が流

れるように唄と音楽が切れ間なく流れ続ける。 

御祈願 

 

大野副会長 乾杯 

 



R財団認証バッチ   捧会員 

 

大瀧会員 

 

野口会員 

 

大野会員 

 

 

 

 

 

 
RAC１月第一例会  1月 14日（土） 下谷神社にて 

 



 

 

 

 

 

本日の例会１月２３日（月） 

    創立３９年記念例会 

    「創立 40周年に向けて 30周  

年を振り返る」 

   大野 利美知会員 

 
次回の例会 １月３０日（月） 

第５回クラブフォーラム＜職業奉仕＞ 

気学 癸卯歳「今を知り、今を考え、 

今に学ぶ」（仮） 

日蓮宗 深川 玉泉院 住職 井上 慶亮氏 

（紹介者 山下隆利会員） 

 

 

＜＜今後のクラブ親睦行事予定＞＞  

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 

 

 


