
 

 

 

 

 

 

 

 

地域社会の経済発展月間・米山月間    １６２５回例会 １０月１８日 NO.1615 

 

 

国歌 「君が代」 

ロータリーソング 「奉仕の理想」  

地区外来訪者 １（銀座新） 

米山奨学生 朱 夫誠さん         （合計 ２名） 

■出席報告       （会員 43名内出席免除 ８名） 

会員数 出席者 出席率 9月 13 日修正出席率 

43（38） 26（2）  73.68％ 81.58％ 

WEBでの出席者 2名  出席者の( )は WEB参加数 

例会出席者    26 名 

■会長報告   

 

・理事会報告 

審議事項 

１）２０２２－２０２３年度地区委員が推薦され承認され 

ました。  

・公共イメージ向上部門・ポリオデー担当委員として山

下会員 

・ローターアクト委員として向井会員 

・米山奨学委員として塚田会員 

・クラブ運営支援部門・クラブ奉仕委員として渡邉会員 

協議事項 

・ガバナー訪問の当日のスケジュールを配布しました。 

報告・連絡事項 

１） 奏楽堂コンサートの件、芸大による邦楽演奏で検

討頂いています。 

２） オープン例会は 2月 14日に開催予定です。 

３）東京上野ローターアクトの例会がオンラインから通

常になります。11月 6日（土）にバレエ鑑賞例会があり

ます。アルバレス会員が所属する東京バレエ団の公

演です。 

３） 10月 5日（火）地区 IMに会長・幹事・山下副会長冨

坂伸吾会員増強委員長が参加いたしました。 

・10月 4日（月）北分区親睦ゴルフ地区予選大会にて

当クラブが優勝をいたしました。決勝大会が 11月 19

日千葉カントリークラブで開催されます。 

■幹事報告  ＲＩ関係   

・2021年 10月のロータリーレートは、 １ドル＝112円

となります。 

・ガバナー月信とガバナー月信特別号が届いておりま

す。掲示板をご覧ください。 

他クラブ関係  

・他クラブの例会変更は掲示板をご覧下さい。 

・IMのお礼状が届いております。 

上野クラブ関係 

・東京上野ローターアクトより 11月第 1回例会「バレエ

鑑賞例会」のご案内が届いております。日時：11月 6

日（土）１４：００開演 会場：東京文化会館 チケット代

１３，０００円です。詳しくは掲示板をご覧ください。 

東京上野ローターアクトクラブ10月第一例会のご案内

も届いております。 

〜芸術の秋 シリーズ〜「バレエの世界 - 衣裳編 - 」

日時：2021 年 10 月 23 日(土) 10:00〜11:30会場：下

谷神社(東京都台東区東上野 3-29-8)および Zoom 

による中継。 

委員会報告  

クラブ親睦委員会 瀬古委員長 

Rotary Club of Tokyo Ueno Weekly Report 

 
東京上野ロータリークラブ 

 

夫夫 

 

2021～2022 年度会長方針『地域への奉仕を通じてイメージ向上を』 

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

 

例会  毎週月曜日 12：30  上野精養軒    TEL03-3821-2181   

 

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

会長/山本晴彦、幹事/佐谷剛、SAA/冨坂伸吾、クラブ運営委員長/園部経夫 

 

前回の例会報告１０月１１日 第 1624回例会 

 



 

「会長幹事を励ます会」について、10月 25日に開催し

ます。 

青少年奉仕・RAC委員会  新保委員長 

 

11月第一例会「バレエ鑑賞会」チケットのご案内が届

いています。アルバレス・ブラウ会員は「中国の不思議

な役人」のジークフリード役で出演します。委員会では

ローターアクトクラブとのパイプをしっかり持って交流を

はかることを進めていきますので皆さんローターアクト

の例会に参加してみてください。 

■ＳＡＡ報告 ニコニコ BOX 

山本会員 山下さん、昨日は大変ごちそうになりまし

た。山下さんに似ず奥様に似て美しく成長

されましたね。おめでとうございます。 

佐谷会員 まだ来ていませんが、結婚祝いを自祝し

て。 

山下会員 昨日、次女の成人式の写真の前撮りをしま

した。 

阿部会員 山下さん昨日はおめでとうございました。ゴ

ルフのコンペ優勝との事、おめでとうござ

います。山本会長参加しなかったんです

ね。 

冨坂伸吾会員 山下さん、昨日はお世話になりまし

た。 

捧 会員 山下さん大変おせわになりました。ありがと

うございました。 

塚田会員 北分区予選会、予選会トップ通過おめでと

うございます。本戦も頑張って下さい。 

長岡会員 緊急事態宣言もあけ、アルコール提供の営

業を再開しました。皆様のお越しをお待ち

しております。 

       大瀧さん、ロティスールの看板ありがとうご

ざいました。 

江口会員 久しぶりのオフライン例会参加となります。

今後ともどうぞよろしくお願い致します。 

上野会員 日中は、まだまだ暑いですが、朝晩少しず

つ涼しくなってきました。例会には、ＺＯＯＭ

にて参加していましたが、出席は久しぶり

です。今日も一日よろしくお願い致します。 

宮本会員 久々に出席して、皆様にお会いできるのが

嬉しいです。 

鈴川会員 結婚記念のとてもキレイなお花が昨日届き

ました。ありがとうございました。 

中島会員 感染者数が減りましたが、引き続き気をつ

けてまいりましょう。 

園部会員 今日から会社事務所が“勝どき”に移転しま

した。オフィスの広さを約 3分の 2に縮小

しました。テレワークを増やし固定費削減

を行います。 

 （本日の合計金額    72,000円） 

（本日までの累計 515,000円） 

■第 4回クラブ協議会 

ガバナー公式訪問リハーサル 

ガバナー公式訪問例会及び第５回クラブ協議会スケジ

ュール 

日時  2021年 11月 1日（月） ＡＭ10：30分より 

場所  上野精養軒 2階  「蘭の間」、「梅の間」 

出席者 2021-2022年度 2580地区 

 

１０月   ７日 水門会員  ２１日 山本会員 

      ２２日 永井会員 

１１月  ２３日 マンリオ・カデロ名誉会員 

 

１０月  ２日 永井会員  １０日 鈴川会員 

     １３日 佐谷会員  １９日 渡邉会員 

     ２１日 山本会員  ２４日 押見会員 

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 



ガバナー（若林英博 わかばやしひでひろ様）、北分区

ガバナー補佐（長與博典 ながよひろのり 様）、分区

幹事（志熊昌宏 しぐままさひろ 様）地区副幹事（杉浦

孝浩 すぎうらたかひろ様） 

クラブ役員・理事・各委員会委員長及び会員各位 

＜時間＞ ＜議題・内容＞ <役割＞ 

10：30-10：45 お出迎え、2Ｆ「らんの間」へご案内

  会長･幹事 

10：45-11：00 会長･幹事との打ち合わせ 「らんの 

間」   

11：00-12：15 クラブ協議会 2Ｆ「梅の間」 

  ガバナー、地区役員・会長・幹事 

 クラブ協議会出席者とオブザーバー確認 

会場監督  中澤副幹事 

冨坂伸吾ＳＡＡ 

11:00 １．開会宣言  佐谷 幹事 

11：00-11：03 ２．山本会長挨拶   

11：03-11：05 ３．地区役員ご来賓の紹介 

 山本 会長 

11：05-11：10 ４．ガバナーご挨拶 

 若林 ガバナー 

11：10-11：15 ５．会長方針報告 山本 会長    

大きな目標「世界で、日本で、地域で、良いことをしよ

う」 

 ６．事業計画の説明と活動報告     

11：15-11：19 １）社会奉仕委員会 

 中島 委員長 新型コロナウィルスで困ってい

る人々を支援しよう 

11：19-11：23 ２）国際奉仕委員会 

 大野 委員長 ポリオ根絶に向けて頑張ろう 

11：23-11：27 ３）クラブ奉仕委員会                 

 長岡 委員長 元気なクラブになろう 

11：27-11：31 ４）会員増強委員会 

 冨坂伸吾 委員長 会員増強・クラブ拡大をす

る覚悟をもとう 

11：31-11：35 ５）公共イメージ委員会 

 鈴川 委員長 ロータリーのイメージをアップ

させよう 

11：35-11：39 ６）クラブ運営委員会 

 園部 委員長 

11：39-11：43 ７）クラブ親睦委員会 

       瀬古 委員長 

11：43-11：47 ８）職業奉仕委員会 

   永井 委員長 

11：47-11：51 ９）青少年奉仕・ローターアクト委員

会   新保 委員長 

11：51-11：56 １０．ガバナー補佐コメント及び質疑

応答   長與 ガバナー補佐 

11：56-12：01 １１．ガバナー講評 

   若林 ガバナー 

12：01-12：05 １２. 閉会挨拶 山本 会長 

12：05-12：10 1３. 閉会宣言 佐谷 幹事 

12：29 ２Ｆ「藤の間」へ移動 

  12:30  

点鐘 第 1627回例会開会   

 ご来賓の紹介 

ロータリーソング 

ビジター紹介   －会食－ 

出席報告 

会長報告 

幹事報告 

結婚祝い＆誕生日祝い 

SAA報告   

ソングリーダー 

クラブ親睦委員 

クラブ運営委員 

山本 会長 

佐谷 幹事 

冨坂伸吾 SAA 

13:00-13:30 ガバナー卓話 若林ガバナー 

13:30 点鐘  山本会長 

役割分担(タイムスケジュール) 

・会場設営   ＳＡＡ 

 10：00-10：15 (テーブル配置･名札) 

・お出迎え   会長･幹事

 10：15-10：30 2F らんの間へ 

・会長･幹事との打合せ   

 10：45-11：00 2F らんの間 

・クラブ協議会出席者､各委員長 ＳＡＡ 

 10：58迄 2F梅の間へ 

 副委員長､他 着席誘導 



・拍手をもってお出迎え クラブ協議会出席者

 11：00-    2F梅の間 

― クラブ協議会 11：00～12：15 ― 

・控室「らんの間」へエスコート 会長･幹事

 12：15-12：28 

・例会場「藤の間」へエスコート 会長･幹事

 12：28-12：30 

― 例会 12：30～13：30 ― 

・お見送り   会長･幹事

  13：30～ 

WEB参加者 

 

江口ソングリーダー 

 
阿部 SAA 

 

大野国際奉仕委員長 

 

 

２５８０地区委員会行事予定 

10月 11日（月）ＲLI第 2回 DL資格習得セミナー 

9：30～16：40 東武レバント東京  

10月 23日（土）米山学友会総会 14：30～ ZOOM 

10月 25日（月） ポリオ根絶活動に関するワークシ

ップ ロータリー財団と国際奉仕 東武レバント東京 

10月 30日（土）RAC神田川水辺の美化活動 

11月 8日（月） RLIパート１東武レバントホテル東

京 

本日の卓話 １０月１８日（月） 

「昭和のよもやま話」 

尾中哲夫会員 

（紹介者 園部 経夫会員） 

次回の例会 １１月１日（月） 

ガバナー公式訪問 

「第５回クラブ協議会」 

 

東京上野ローターアクトクラブ11月第一例会 

「バレエ鑑賞例会」のご案内 

本例会は当クラブの会員であるブラウリオ・アルバ

レスが所属している東京バレエ団の公演を鑑賞い

たします。鑑賞の演目は、世界初演『かぐや姫』、

『中国の不思議な役人』、『ドリーム・タイム』の三部

構成です。アルバレス会員は『中国の不思議な役

人』のジークフリート役にて出演予定です。 

会場は1961年の開館以来、半世紀以上にわたり、

日本を代表する“音楽の殿堂”としての歴史を持つ

東京文化会館です。東京上野ローターアクトクラブ

の活動エリアにて、芸術の秋のひとときを皆様と過

ごすことができれば幸いです。ご参加を心よりお待

ちしております。 

記 

日時：2021年11月6日(土) 14：00公演 (上演時間 

約2時間15分) 

会場：東京文化会館 

登録料(チケット代)：S席 \13,000 

事前振込。振込先は登録後お伝えいたします。 

同伴者1名様までチケットをお申し込みいただけま

す。登録締切：10月23日（土） 

登録方法：東京上野RAC幹事 奥島菜穂

（tokyo.uenorac2580@gmail.com） 

上記連絡先へ、所属クラブ、お名前、フリガナ、希望

枚数をご連絡ください。 


