
 

 

 

 

 

 

 

 

水と衛生月間            １６４１回例会 ３月１４日 NO.1631 

 

 

国歌 「君が代」 

ロータリーソング 「奉仕の理想」 

■出席報告       （会員 43名内出席免除 ８名） 

会員数 出席者 出席率 2月 7 日修正出席率 

43（37） 26（3） 78.38％ 81.08％ 

WEBでの参加者 ３名 出席者の（）は WEB参加者 

宮本会員・種子田会員・冨坂和弥会員 

地区外来訪者   成城新 1名 

米山奨学生   朱 夫誠さん     （合計  ２名） 

■山本会長報告 

第９回理事会報告 

１． 審議事項 

１） 青少年交換派遣予定学生スポンサークラブ並びに

カウンセラー引き受けの件  江口会員で承認 

２） 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  瀬古会員で承認 

３） ２０２２年３月２６日献血活動協力者へロータリーバ

ッチ贈呈の件  献血予定者は 1名だけなので否認 

４） ２０２２年４月２４日「台東区わんぱく相撲」協賛の

件   3万円で承認 

５）トンガ火山災害支援・ウクライナ災害支援 支援を

承認 

２． 協議事項 

１） 3 クラブ合同例会について 

予定通り、ハイブリッド例会として開催することを協議し

た。 

２） ２０２２年３月２６日（土）北分区上野駅前献血活動

について                           

３） 奏楽堂コンサートについて 運営組織メンバーやコ

ンサート当日地区研修協議会で参加できないメンバー

などを協議した。 

・4月 11日までの卓話プログラム予定を協議した。 

・2020年からの米山奨学生朱 夫誠（しゅ ふせい）さ

んが米山奨学生クラブ支援生に合格し、合格通知が届

きましたのでお渡しいたします。前においで下さい。期

間は 2022年 4月から 2023年 3月 31日までです。 

 

・東京青年会議所 台東区委員会 本年度わんぱく相

撲大会担当者 安 龍洙(あん りゅうしゅ)様 運営幹

事 青木優菜様よりわんぱく相撲のご案内をお願い致

します。 

青木様よりご案内 2年間中止となりましたが、今年度

は感染対策を十分に行い、開催させていただきます。

宜しくお願い致します。 

■幹事報告  ＲＩ関係  

・ハイライトよねやまが届いております。掲示板をご覧く

ださい。 

・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。 

・地区ローターアクト第 53回地区年次大会のご案内が

届いております。日時 5月 7日（土）13時 30分～  

場所：タワーホール船堀  オンライン配信もいたしま

すのでご参加の方は事務局までお知らせください。詳

しくは掲示板をご覧ください。 
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・ 3月のロータリーレートは１ドル＝116円です。 

・バギオだよりが届いております。掲示板をご覧くださ

い。 

・ガバナー月信が届いております。掲示板をご覧くださ

い。 

・「第 19回ロータリー全国囲碁大会」のご案内が届い

ております。日時：5月 14日（土）１０：００より 場所：

市ヶ谷日本棋院本院１階対局室 ご希望の方は事務

局までご連絡ください。詳しくは掲示板をご覧ください。 

・バギオ訪問交流の旅ツアー募集が再開されました。

参加ご希望の方はお早めに事務局までお知らせくださ

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。 

上野クラブ関係   

・次週 3月 14日は３RC合同例会です。上野精養軒 3

階が会場となります。 

・常盤基会員より「秀舞会」のご案内が届いておりま

す。日時：4月 16日（土）11時～ 会場：国立劇場大劇

場  チケットご希望の方は事務局までお知らせくださ

い。詳しくは掲示板をご覧ください。 

・週報ですが、２月２８日第１６３９回は振替例会で地区

大会 3/3が 5/31に変更になりましたので週報

NO.1629は順不同になりますが、その時に発行いたし

ます。 

・ピアノ黒田さんは指の不調の為、暫くお休みします。 

・寄付のお願いを致します。トンガ募金箱を回しますの

で 

委員会関係  コンサート企画委員会 大野会員 

・本日の理事会でコンサート委員会の編成が承認され

ました。事務局より本日お送りいたしますのでご確認下

さい。 

 

誕生日 30秒スピーチ   尾中会員 3月 3日 

 

3月 3日に 89才の誕生日を迎える事が出来ました。 

1月 28日に午後社内にて 30分ほどの報告があり、そ

の方がコロナに掛かっていて私も濃厚接触者になり、

待機しておりましたが、3日後に 37度 5分の熱が出て

クリニックのお医者様に来て頂き検査をしましたら陽性

でした。その熱も 3日で治ってしまい、ワクチンを接種

しているお陰だと思いました。今は非常に元気になりま

した。来年 3月 3日は 90才の卒寿を迎えますのでそ

の時まで何とか岩にしがみついても頑張ります。 

 

SAA報告日置会員  

 

■ＳＡＡ報告 ニコニコ BOX 

成城新ロータリークラブ大橋吉隆様 矢沢真司さんを

偲んで 塚田さんにお目に掛かりに参りまし

た。 

山下会員 松尾会員が夏の参議院東京選挙区から出

馬準備をしているそうです。 

長岡会員 2/18-2/24まで 7日間伊豆の断食道場に

園部さん、冨坂さんと行って、すっきりして

きました。リバウンドしない様に頑張りまし

ょう。 

 

３月  ３日 尾中会員 

３月  8日 長岡会員  １６日 今村会員 

    ２７日 齋藤会員 



塚田会員 大橋さん、メーキャップありがとうございま

す。宜しくお願い致します。 

中澤会員 結婚記念日に素敵なお花をありがとうござ

いました。 

尾中会員 先日 3月 3日で 89才の誕生日を迎えまし

た。これも一重に皆様のお陰だと思って感謝

しています。また誕生日のお祝いにメロンを

御恵送頂きありがとうございました。 

 （本日の合計金額   30,000円） 

（本日までの累計 1,547,000円） 

 

■第 6回クラブフォーラム 

「奏楽堂コンサートについて」 

中島コンサート企画委員長

 

先ほどトンガとウクライナのために募金箱を回しまし

たが、そのことでお礼を申し上げたいと思います。私の

ルーツのひとつであるポーランドはウクライナに隣接し

ている国です。先日、ポーランド在住の親戚と連絡を取

り合ったところ、大勢のウクライナの子供や女性、お年

寄りがポーランドやハンガリーに押し寄せているようで

す。またポーランドや各国で働いているウクライナの男

性はロシア軍と戦うために帰国した人が大勢いると聞

きました。地政学的には少し遠い国の出来事ですが、

皆さんが募金をしてくださったことに遠くに住む親戚に

変わってお礼を申し上げます。 

さて、来たる 4月 15日(金)15時から旧奏楽堂にて

第 36回奏楽堂コンサートを開催します。今回は原点に

戻り、藝大の現役学生による演奏となります。タイトル

は「邦楽への誘い」です。当日は地区研修会と重なって

いるため、参加できない会員もいます。少ない人数で

の運営になりますので、何卒ご協力の程宜しくお願い

申し上げます。 

当日の役割分担を説明し、追って詳細をお知らせし

ます。 

 

3月 26日（土）地区献血活動のご案内 

鈴川公共イメージ向上委員長 

 

ロータリークラブは会員を増やし、ロータリーの重要

な活動を多くの人に知ってもらうための楽しくて情報豊

かな「ロータリーデー」の開催を常に行っています。 

今年度は地区ロータリーデー推進委員会と公共イメ

ージ向上委員会は共同して下記の献血会をクラブ単

位又は分区単位で推進してまいりました。この場を借り

てご報告いたします。 

献血ロータリーデー開催実績 

・東分区 10 月 30 日（土）錦糸町駅前 東京城東 RC

主催 献血バス 2台 事前登録50名 申し込み者111

名 献血者 95名 

・中央分区 11 月 28 日（日）新宿駅南口  東京練馬

中央 RC主催 申し込み者 84名 献血者 70名     

・沖縄分区 12 月 7 日（火）パシフィックホテル沖縄駐

車場 那覇 RC主催 申し込み者 53名 献血者 44名 

12月 9日（木）那覇メインプレイス 那覇東 RC主催 

情報がありません 

・多摩分区 1月 18日（木）東村山市役所 東京東村山

RC主催 申し込み者 75名 献血者 70名  

・武蔵野分区 1月 22日（土）吉祥寺駅前 武蔵野 RC 

申し込み者 60名 献血者 58名 ご当地のヒーロー

が登場して盛況であった。 

・北分区 3 月 26 日（土）上野駅前広場 東京上野 RC

主催 事前申し込み 15名 

・東京新都心 RCがクラブ単独で 4月 9日（土）新宿駅

南口 

・紀尾井町 RCはクラブ単位で 4月に千代田区内で検

討中 

今回の北分区献血会の担当クラブとして 

① 献血会を宣伝して献血者を募集する 

② 募集した献血者の献血時間を割り振る 

③ 献血会の実施にあたり当日呼び込みや案内、誘導

をする。 



サポートのロータリアンを募集する 

④ お手伝いの時間帯と配置場所を事前にある程度

決める。 

⑤ 上野ロータリークラブは当日の他、クラブのお手伝

いと共に呼び込みを行う。 

（地元であり担当クラブなので他クラブからの期待は

大きいです） 

⑥ 公共イメージ向上委員会は積極的にこれらの事前

宣伝を SNS と口コミで行い、当日の写真撮影やイ

ンタビューを行い、後日様子と結果を SNS 等で広

報致します 

上野地区での献血活動は地区の SNSに取り上げられ

大きな話題となる事でしょう 

 

 

 

 

 

 

本日の例会 ３月１４日（月） 

３RC合同例会（浅草・浅草中央 RC） 

卓話「心で走る」 講師 瀬古利彦氏 

上野精養軒 ３階 

 

次回の例会 ３月２８日（月） 

観桜例会 

「台北龍山ロータリークラブについて」姉妹・友

好クラブ交流委員長 塚田真一郎会員 

2580地区行事予定 

３月２６日（土）北分区地区上野駅前に

おける献血活動 実施場所 JR上野

駅広小路口 10時～16時 

同日北分区会長・幹事会１７：３０～上

野精養軒 

4月１５日（金）在京・地区研修協議会 

会場：ホテル椿山荘東京  １３：３０～

１８：４０ 

４月１８日（月）DL研修 東武レバント

東京 

４月２３日（土）２４日（日）PHS（ポール

ハリスソサエティ）認証式 札幌 

４月２５日（月）第 2回 DL資格習得セ

ミナー  東武レバント東京 ９：３０～

１６：４０ 

第３６回奏楽堂コンサート 

日時：４月１５日（金）15：００～ 

プログラム 「邦楽への誘い」 

終了後上野精養軒にて例会・懇親会

を開催。 

常盤会員よりお知らせ 

「秀舞会」のご案内 

花柳基日本舞踊稽古所では２年に一度常盤

会員のお母様花柳秀さんの名前を冠した秀舞

会を国立劇場で開催していましたが、来年で

国立劇場が建て替えのため閉鎖されることに

なり、既存の建物での最後の秀舞会を大会場

にて開催することになりました。 

■日時 ：2022年4月16日（土）  

■会場 ：国立劇場 大会場  

千代田区隼町４−１ 

チケットをご希望の方は事務局までお願いします。 


