
 

 

 

 

 

 

 

 

職業奉仕月間           １６７６回例会  １月３０日             NO.1666     

 

 

創立 39周年記念例会 

ロータリーソング 「奉仕の理想」 

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 12月 19日修正出席率 

48（45） 31（1） 71.11％ 86.96％ 

WEB参加者 種子田会員        

ソングリーダー  三輪会員 

 

長岡会長挨拶 

 

皆さん、こんにちは。 

今日は、１月２３日 １．２．３ ワンツースリーの日で、

人生に対してジャンプする気持ちを持とうという日との

事です。 

今日は創立例会です。 私の年度も残り半年を切り

ました。４０周年へ向けてジャンプしていきたいと思いま

す。 

さて、コロナもいよいよ 2類から５類へという流れが

出来てきました。上野の町にもだいぶインバウンド・外

国人観光客が増えてきてます。 

昨日は春節でした。 相当数の中国人観光客が来

日すると思いましたが、政治の駆け引きもあり一般の

旅行客にはハードルが高くなり、一部の入国に留まり

肩透かしを食ったような感じでした。 

その様な中、先週の金曜日から日曜日まで、上野公

園噴水前広場において上野中央通り商店会主催の

「ウエノデ．パンダ春節祭２０２３」というイベントが開催

され、パンダの故郷である中国・四川の食をテーマにし

たイベントが開かれ、在日の中国人はじめ日本人のお

客様も多く来場され、大変な盛り上がりを見せてまし

た。上野公園のポテンシャルも改めて感じた次第で

す。 

私達の例会場である精養軒は、その上野公園内に

あります。正確には上野恩賜公園といいます。日本で

最初にできた都市公園であり、本年、開園１５０周年を

迎えます。 

そして私達、東京上野ロータリークラブは４０周年を

迎えます。これから４０周年記念事業準備委員会を中

心に協議を進めこの記念の年に是非とも、公園内に東

京上野ロータリークラブとしての記念のオブジェを贈呈

したいと考えております。 

今週は寒波到来で、大変寒くなるようです。 

どうぞ皆さま、ご自愛ください。 

以上で会長挨拶を終わります。 
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幹事報告 RI関係  

・アースデー「ぶっく・デ・アース」のご案内を再度お知ら

せいたします。 

こちらは古本を回収して売却利益で苗木や草花を購入

し、クラブ単位で 4月 22日に植樹をするという地区公

共イメージ委員会からのご案内です。 

1月 30日（月）・2月 6日（月）の例会時に古本をお持

ちください。尚回収できない書籍などは掲示板をご覧く

ださい。 

・メールボックスに R財団寄付の領収書を入れてあり

ます。必ずお持ちください。 

・社会奉仕部門通信 1月号が届いております。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。 

上野クラブ関係 

・本日、例会終了後 全員での創立 39年記念撮影を

行いますのでお残り下さいますようお願い致します。 

委員会関係   園部クラブ親睦委員長 

 
クラブ親睦委員会でございます。2月のクラブ親睦行

事は 2件ございます。まず一つ目が、2月 1日のグル

メを楽しむ会「さんとも」でフグを食べる会です。現在の

出席者は 22名で、30名ほど入れると思うのでまだお

申込みいただけます。現在お申込みいただいているの

は、阿部会員・木村会員・長岡会長・中澤幹事・野口会

員・大野会員・大滝会員・瀬古会員・杉本会員・高野会

員・種子田会員・冨坂会員・塚田会員・渡邉会員・私で

す。もし申し込んだのに呼ばれていない人がいれば教

えてください。また、クラブ親睦の銀行口座に前もって

振込をお願いします。 

そして二つ目が、2月 13日の新入会員歓迎会及び

研修会です。場所は浅草ビューホテルです。当日の昼

間の例会で、新入会員の 3名の方のイニシエーション

スピーチがあります。その後 16時から、浅草ビューホ

テルの 4階吾妻で研修会を行います。案内では 3年

未満の会員の方が対象と書いてありましたが、それに

関わらず参加していただければと思います。これは、ロ

ータリー情報委員会が主催で行います。また、18時か

ら 27階のル・リアというスカイツリーが真正面に見える

綺麗な景色の部屋で新入会員歓迎会を予定していま

す。よろしくお願いいたします。以上です。 

新保クラブ増強委員長 

 
会員増強委員会の新保です。現在、長岡会長のもと

で 53名の会員増強に向けて進行しています。新しい

方を勧誘するうえで、口頭で説明するだけでなく、何か

お渡しできる便利なツールがあった方が良いのではな

いかというお話をいただきました。そこで、本日皆様に

お配りした名刺サイズのご案内を作成させていただき

ました。紹介者の欄に、ご自身のお名前をお書きいた

だき、ご友人や新規に入会されそうな方にお渡しいた

だければと思います。何卒宜しくお願い致します。 

また、今後利用していくうえで、もっとこういったイメ

ージやカラーなどが良いのではないか、などがあれば

会員増強委員会までお話いただければと思います。以

上です。ありがとうございます。 

ニコニコ 

長岡会員 本日は創立 39周年記念例会です。皆様よ

ろしくお願い致します。 

大野会員 卓話をさせて頂きます。今回の話はまとめ

辛く難しいのでまとまった話が出来ませ

２月  8日 中澤会員 日置会員 

    １４日 今村会員 

２月  ３日 木村会員  

    ４日 捧会員 渡邉会員 

    ６日 三輪会員  ８日 日置会員 

    １４日 今村会員 １９日 瀬古会員 

 

 

 



ん。何とか話しますのでお聞きづらいと思

いますが、聞いて下さい。 

大瀧会員 40年前の 1月創立記念例会が行われまし

た。メンバーが 38名だったと思われます。

本日の大野会員の卓話 30年の経過等を

楽しみに聞きたいと思います。 

永井会員 大野会員、本日の卓話楽しみにしていま

す。よろしくお願いします。 

柴田会員 明けましておめでとうございます。今年も宜

しくお願い致します。 

☆本日は創立 39周年記念例会です。 

中澤会員・冨坂伸吾会員・園部会員・冨坂和弥会員・ 

新保会員・野口会員・捧 会員 

塚田会員 三輪さん初夢杯優勝おめでとうございま

す。今後スクウッチでお願いします。＋☆  

                 （本日の合計    62,000円） 

（本日までの累計 1,542,200円） 

●卓話 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 

 

今日の卓話ですが、クラブ創立 30年から 40周年を

迎えるまでの思い出などの出来事をという依頼です

が、思い出や出来事などが沢山ありすぎて、資料を整

理するのと写真などを集める時間がなく、30周年式典

の思い出を中心にお話をします。 

① 新入会員の方、また忘れていたという人に東北大

震災で被害を受けた小学校と生徒たちに少しでも

元気を与えようと後楽園で東京の小学校と野球大

会を行おうという企画を、小石川、後楽、本郷の３

ロータリークラブが企画しました。上野ロータリーに

250万円の援助依頼が来ました。メンバー5人で各

50万円を負担して寄付。寄付企業の看板は掲示し

てもらいました。 

② 台湾台北の友好クラブ、龍山ロータリーとの交流、

毎年第三週の創立式典に参加していること。 

③ ＩＭで上野ロータリーのクラブ活動を発表したこと。 

④ 青少年交換留学生のホストクラブ及びホストファミ

リーを受けたこと。 

⑤ ３０周年記念式典は、大滝会長の下、帝国ホテル

で式典を行いました。一年間の準備期間を掛けて

準備万端で開催。 

苦労したのは、記念講演は当時のＲＩ会長田中

作治様にお願いしました。ところがその日がアメリ

カで会議があることが判明。講演原稿を送って頂き

ましたが原稿の代読よりはビデオ出演でお願いし

ました。今のようにリモートで出演するというシステ

ムが発達してなかったのです。ところが開催間近に

なって出席できるとの連絡があり事なきを得まし

た。出席者約 250名の立派な式典になりました。 

10周年はフォーシーズンホテル、20周年はホテル

オークラ、30周年は帝国ホテル、40周年はホテル

オークラを予定しています。 

今年度から準備委員会を立ち上げ準備を始め

ました。7月から実行委員会に移行して準備をして

いきます。会員皆様のご理解とご協力で、東京上

野ロータリークラブ創立 40周年式典を成功させた

いと思っています。 

次回の例会２月６日（月） 

    第 6回クラブフォーラム 

＜創立 40周年記念事業について＞ 

40周年記念事業準備委員会 園部委員長 

本日の例会 １月３０日（月） 

第５回クラブフォーラム＜職業奉仕＞ 

「今を知り、今に考え、今に学ぶ」令和五年 

 四緑木星 癸・卯年の総合的展望 

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 

 

 



長岡会長 乾杯のご発声 

 

 

 

 

 

創立 39周年記念集合写真 

 

ピアノ 石川奈々歩さん リサイタルのお知らせ 

 

 

昨年より例会にてピアニストを務めさせて頂いており

ます。石川奈々歩と申します。 

この度、2023年 3月 8日（水）19時より板橋区にあ

ります中板橋マリーコンツェルトにて、ソロリサイタルを

開催させていただく運びになりました。 

上京して 7年経ち大学卒業を控える節目のこの時

期に、バッハやショパンを含んだ自分にとって大切なプ

ログラムを披露する機会をいただく事が出来、緊張しな

がらも楽しく準備をしております。 

ご多忙のところ恐縮に存じますが、ご来聴賜りたくご

案内申し上げます。皆様とお会い出来ますことを心より

楽しみにしております。 


