
 

 

 

 

 

 

 

 

基本的教育と識字率向上月間・ロータリーの友月間   １６２３回例会 ９月２７日 NO.1613 

 

 

ロータリーソング 「我らの生業」  

クラブソング「めぐる友愛 秋」 

米山奨学生 朱 夫誠さん         （合計 １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 30 日修正出席率 

43（37） 23（3）  70.27％ 75.68％ 

WEBでの出席者 ３名 

例会出席者    ２３名 

■会長報告  特になし 

■幹事報告  ＲＩ関係   

・バギオだよりが届いております。メールボックスに入

れてあります。 

・１０月５日（火）の IMはハイブリット開催となり各クラブ

４名の参加となります。その他の会員の方はユーチュ

ーブチャンネル視聴での参加をお願いします。詳しくは

掲示板をご覧ください。 

・10月 25日（月）１５：００より ZOOMでのポリオ根絶に

関するワークシップのご案内が届いております。掲示

板をご覧ください。参加する方は 10月 11日までに事

務局までお知らせください。 

・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 

・次週 9月 20日（月）の例会は敬老の日です。例会は

休会となります。 

委員会報告 鈴川 公共イメージ向上委員会委員長 

①「ポリオデー」のパンフレットがメールボックスに配布

されました。10月 18日～10月 24日の開催でトレイン

ジャック、ミニコンサート、ウォークラリーなどイベントが

ありますので裏側をご覧ください。個人でも参加できま

す。 

②「ロータリーデー」は 9月 12日水辺の清掃活動の予

定でしたが、中止になりました。石垣島のロータリーデ

ーも台風で中止になりました。 

③「献血ロータリーデー」が今後 2580地区各分区で実

施されます。当クラブは北分区で参加します。 

園部 クラブ運営委員会委員長 

当クラブのホームページが新しくなり見やすくなりまし

た。特に「親睦イベント」のコンテンツに旅行会・食味

会・ゴルフ同好会のページに写真を掲載しましたので

ご覧ください。「奏楽堂コンサート」のページも見やすく

なり動画も入りました。「例会情報＞過去の例会」では

週報が表示されるようになりました。今後、委員会で情

報をアップできるようにしますので、ご意見などござい

ましたらお知らせください。 

誕生日30秒スピーチ  長岡会員 

9月15日で59歳になります。50代最後の年になります

が健康は問題ないと思います。健康維持のためゴルフ

を一生懸命やっています。千葉カントリーでハンデ14の

Bクラスですが、ハンデ11のAクラスを目指して頑張りま

す。仕事の方は緊急事態宣言で5店舗中2店舗の営業

になっていますが、10月から解除になれば、皆さんご

利用いただければと思います。そして、次年度会長と

いう役割をいただいており、島村次年度地区ガバナー

によるPre PETS をすでに3回受け、まだあと3回行わ

れます。島村ガバナーの気合を受け止めて、さらなるク

ラブの発展のために頑張ります。 

誕生日30秒スピーチ 山下会員 

19日で56歳になります。今日は19年前に亡くなりました
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父親の祥月命日です。日頃熱心にお参りしている小田

原の大雄山最乗寺に土曜日もお参りに行きましたが、

先月お参りした時より2キロ体重が減っていました。良

い習慣になりました。今後も皆さんと楽しいロータリー

ライフを送りたいと思います。 

 

 

■ＳＡＡ報告 ニコニコBOX 

山下会員 本日の卓話、松尾明弘代議士、宜しくお願

いします。誕生日を自祝して。 

野口会員 今年度、初めての出席です。山本会長・佐

谷幹事さん宜しくお願い申し上げます。 

       7月に誕生日祝（メロン）をありがとうござい

ました。コロナは少し落ち着いてきているよ

うですがまだ・・・・。 

       松尾会員の卓話楽しみです。 

中澤会員 お誕生日のお祝いの美味しいメロンありが

とうございます。 

新保会員 松尾衆議院議員、今日は卓話楽しみにして

います。 

鈴川会員 お誕生日にメロンを頂きました。今日あたり

が食べごろです。楽しみに頂きます。あり

がとうございました。 

長岡会員 誕生日を自祝して！ 

塚田会員 松尾先生、卓話楽しみにしています。 

渡邉会員 松尾さんの卓話、楽しみにしています。 

 （本日の合計金額    50,000円） 

（本日までの累計 443,000円） 

■卓話 「会員卓話」 

松尾 明弘会員 

 

令和３年９月１３日会員卓話として「衆議院議員

の仕事」についてお話させていただきました。 

堅苦しい政策や政局の話は少しだけにして、国

会議員としての近況報告を中心とした、肩肘張ら

ない話を心掛けました。 

まずは、国会議員としての活動に欠かせない、

議員会館の様子や、議員宿舎には自分のような２

３区選出の国会議員は入居できないこと、議員パ

スが支給されているものの新型コロナウィルスで

県間移動自粛が要請されているご時世では出番

がないこと、いわゆる黒塗りの車は平国会議員に

はあてがわれないことなどをお話させていただき

ました。 

また、衆議院の本会議での代表質問の様子や

浴びせられる野次への対応、委員会での質問、予

算委員会に差し替え出席をしてテレビに映る話や

「総理！総理！」の謎についてもお話いたしまし

た。 

一方、私が内閣委員会で中心となって議論をし

て法案が制定され、今年の９月１日に鳴り物入り

でスタートしたデジタル庁について、大きく期待を

しているがまだまだ課題も多く後押ししていきたい

といった思いもお話しました。 

 

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 



さらに、多くの方に国会見学にお越しいただいて

いること、ロータリークラブの諸先輩にも遊びに来

ていただいたことなどをご紹介しました。 

拙い話でしたが、何かの参考になったとしたら

たいへん嬉しいです。 

これからも東京上野ロータリークラブ所属の国会

議員として職務に邁進して参ります。皆様ご指導

の程よろしくお願いいたします。 

例会場風景 

 
 

 

 

 
東京上野ローターアクトクラブ１０月第一例会 

【日時】2021年10月2日(月)  

クラブ奉仕 渡邉 

詳細が決まりましたらご案内いたします。 

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 

 本日の卓話９月２７日（月） 

「イメージ現象の認識について」 

(写真から水性木版画へのトランスメディエーシ

ョン)    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） 

 

次回の例会 １０月１１日（月） 

「第 4回クラブ協議会」 

１１月１日（月）ガバナー公式訪問に向けて 

 


