
 

 

 

 

 

 

 

 

基本的教育と識字率向上月間・ロータリーの友月間   １６２２回例会 ９月１３日 NO.1612 

 

 

国歌 「君が代」ロータリーソング 「奉仕の理想」  

冨坂伸吾令夫人 

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 8月 23 日修正出席率 

43（37） 26（4）  78.95％ 75.68％ 

WEBでの出席者 ４名 

例会出席者    ２６名 

■会長報告  第３回理事会報告 

・審議事項 

１） ハイブリッド例会・オンライン例会開催時の出席

等規則について 

緊急事態宣言中でのハイブリッド・オンライン例

会について「出席」にすること承認された。今後

アフターコロナ禍の平常時におけるオンライン例

会については継続検討する。 

２） オープン例会の件 

  2月延期で承認された。 

３） 豪雨災害支援金（佐賀・長崎及び広島）の件、 

承認された。 

４） ２０２２－２０２３年度 地区公共イメージ向上委

員会・ポリオデー担当委員推薦の件は「保留」と

し、ガバナー事務所からの地区委員選任依頼が

届いてから審議する。 

５） 米山奨学生 朱夫誠さん 奨学期間延長の件、

承認された。 

・報告事項 

１）東京青年会議所台東区委員会への協賛金は、

行事中止のため返却されたとのこと。 

２）クラブソング「めぐる友愛」を作曲していただきました

西脇久夫さんがお亡くなりになりました。皆で黙とう

を捧げます。 

■幹事報告  ＲＩ関係   

・２０２１年９月のロータリーレートは、 １ドル＝110円と

連絡がありました。 

・コーディネーターニュースが届いております。掲示板

をご覧ください。 

・佐賀・長崎豪雨災害支援金のお願いが届いておりま

す。 

・広島豪雨災害支援金のお願いが届いております。 

・「世界ポリオデートレインジャック」プロジェクト フライ

ヤーについてのお知らせが届きましたのでメールボッ

クスに入れてあります。 

・「ロータリー歴史 年表」が届いております。受付にあ

りますのでご覧ください。 

・９月１２日に予定されておりました地区 RA「水辺の清

掃活動」は、新型コロナウィルスの感染状況を鑑み、無

期延期となりましたのでご連絡致します。 

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。 

上野クラブ関係 

・３５周年記念品のボールペンの替え芯が事務局にあ

りますので、ご入用の方は事務局までお知らせくださ

い。 

誕生日３０秒スピーチ  鈴川会員 

明日９月７日で６６歳になります。ロータリーに入会して

６年が経ちますが、前半は地区委員に出していただ

き、プライベートでダイビングを経験させてもらうなどお

世話になりました。後半はコロナ禍で活動を控えていま

すが、７０まで皆さんと楽しんでいきたいと思います。 
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誕生日３０秒スピーチ 中澤会員 

昨年の９月８日で還暦を迎えたその日に自衛隊病院に

入院し甲状腺の手術をしました。今日でまる一年経ち

検査を受けましたが、問題ありませんでした。８月３１

日で３年間務めた東京オリンピック・パラリンピック組織

委員会の仕事も終わりましたので、自分の会社の仕事

に戻っています。また、来年はロータリークラブの幹事

の仕事もありますので、皆さんよろしくお願いします。 

 

■ＳＡＡ報告 ニコニコBOX 

卓話者神野美伽様より多額のニコニコを頂きました。 

山本会員 本日は神野美伽様の卓話を楽しみにして

おります。 

尾中会員 神野美伽様を卓話の講師としてお迎えし

て。 

中島会員 お誕生日のお祝い、ありがとうございまし

た。メロンとお花、嬉しいです。 

捧 会員 涼しくなりました。久しぶりに背広とネクタイ

をしました。 

☆すっかり秋めいた９月に入りました。まだ予断を許さ 

ないコロナ禍ですが、本日は神野美伽さんの卓話で気 

持ちを明るくさせて頂きます。楽しみにしています。 

阿部会員・髙野会員・冨坂伸吾会員・中村会員・三輪 

会員 

塚田会員 季節の変わり目、既往症の皆さん気を付け

ましょう。＋☆ 

 （本日の合計金額    82,000円） 

（本日までの累計 393,000円） 

 

 

■卓話 「コロナ禍において歌うこと」 

演歌歌手              神野 美伽氏 

 

私は歌を歌うことを生業にしてきました。１９８４年（昭

和５９年）に大阪の貝塚から東京の芸能界に飛び込

み、歌を歌い始めました。中曽根首相の時代でした。

同い年では吉川晃司君がまだ活躍しています。松田聖

子や中森明菜などたくさんアイドルが歌番組に出てい

た華やかな時代でした。私の演歌というジャンルでも芦

屋雁之助さんや五木さんなどミリオンヒットがたくさん生

まれ、1年～2年のロングヒットがありました。カラオケ

のおかげで楽曲の作り方が誰でも歌えるように狭い間

口で作られるようになり残念なことです。歌い始めて 10

年ほど経って日本固有の演歌が先細りを感じるように

なって、演歌の可能性を試してみたくなりました。そこ

で、ニューヨークで日本の演歌を試してみようと思い、２

０か所以上のジャズクラブに CDや DVDを送りました

が全部「NO！」でした。それでも地下鉄の入口で歌うチ

ャンスがあり、１件だけ門を開けてくれたジャズクラブ

がありました。演歌というジャンルだからジャズクラブの

オーナーが聞いたことのない音楽に魅力を感じてくれ

たと思います。 

３８年間で６回も手術を受けてきましたが、それでもま

だ歌いたい夢を追い続けたいと思っています。昨年３

月退院して自宅に帰りましたが、マネージャーからは、

あんなにいっぱい入っていたお仕事が毎日「延期です」

や「キャンセル」と聞かされました。歌だけ歌ってきてス

ケジュールが一杯だったことが奇跡でありがたいことだ

 

９月  ７日 鈴川会員   ８日 中澤会員 

      １０日 関岡会員 １５日 長岡会員 

１８日 李 会員  １９日 山下会員 

１０月   ７日 水門会員  ２１日 山本会員 

      ２２日 永井会員 

８月・９月  該当者なし 

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 



と思います。今は仕事が無い恐怖を感じています。今

一番必要なことは、コロナを治療する薬やお金、そして

有能なリーダーだと私たちは感じています。芸能界や

歌は今必要ではない仕事のジャンルです。しかし、歌

を歌うことは 人間にしかできません。「こころ」は人と

人の間に存在すると思います。それをつないだり、刺

激し合ったり、人の気持ちを変えるのが歌であり歌手

の役割であり私の仕事だと思います。 

例会場風景 

 

 

 

 

 

東京上野ローターアクトクラブ９月第二例会 

【日時】2021年9月20日(月)  

社会奉仕 岩田・永井  

台東区に関連した社会奉仕予定 

２５８０地区委員会行事予定 

9月 9日（木）入会 5～10年程度の方々に向けた

ワークショップ 東武ホテルレバント東京＆ZOOM 

15：30～18：00 

9月 12日（日）米山奨学生奉仕活動 水辺の美化

プロジェクト（川の清掃）  中止 

RAC奉仕活動 西葛西北口 10：00 中止 

北分区合同事業「水辺の美化プロジェクト」中止 

9月 13日（月）東分区 IMハイブリット開催 

9月 27日（月）米山奨学生研修会 17：00～18：00 

ZOOM 

9月 28日（火）第 2回北分区会長幹事会全体会議

（ZOOM）15：00～16：30 

10月 2日（土）地区米山奨学生「能と狂言の鑑賞

会」千駄ヶ谷国立能楽堂 

10月 3日（日）東京麹町 RAC認証式 ホテルニュ

ーオータニ  12：00～ （中止） 

10月 4日（月）北分区親睦ゴルフ大会北分区予選

会 武蔵丘ゴルフコース 

10月 5日（火）北分区合同例会 IM 登録開始 11：

00～開会 12：30～15：00終了 

10月 6日（水）第 2回ローターアクト委員会 

オンライン（ZOOM）20：30～21：30 

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 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 

 次回の卓話９月２７日（月） 

「出品作品の紹介」 

米山奨学生朱 夫誠さん 

（紹介者 カウンセラー塚田真一郎会員） 

 

次回の卓話 ９月１３日（月） 

「会員卓話」 

立憲民主党衆議院議員・弁護士 

松尾 明弘会員 

（紹介者 山下隆利会員） 

 


