
 

 

 

 

 

 

 

 

青少年奉仕月間            １６４８回例会 ５月２３日 NO.1638 

 

 

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 ７名） 

会員数 出席者 出席率 4月 15 日修正出席率 

43（40） 29（2） 47.37％ 76.32％ 

WEBでの参加者 ２名  種子田会員 山下会員 

ソングリーダー永井会員 

 

会長報告 

・当クラブのチャーターメンバーでもある藤本貞勝会員

（享年７９歳）が 4月 23日（土）に肺炎の為にご逝去さ

れました。葬儀は家族葬で行ったとの事です。ご冥福

をお祈りして 1分間の黙とうをお願い致します。 

第 11回新旧合同理事会報告 

審議事項 

・職業分類追加「人材派遣業」について   承認 

協議事項 

・第 7 回クラブ協議会（新旧合同）について 6/20 根岸

みやがわ 18：00より 

・台北龍山 RC１６周年記念式典オンライン参加につい

て  （5/20は中止） 

・２０２２－２０２３年度委員会 委員長・副委員長及び

委員選任の件 

・２０２２－２０２３年度各委員会事業計画の件 

・２０２２－２０２３年度行事予定の件 

・２０２２－２０２３年度予算案の件 

・中国高校生日本語作文コンクールの件 8/2WEB 

報告・連絡事項 

・持ち回り理事会 新入会員 柴田良彦氏の件 

・持ち回り理事会 新入会員候補者 水門竜哉氏の件 

・地区ロータリー平和フェロー委員会の件 

本日新入会員入会式  柴田良彦さん前においで下さ

い。紹介者は長岡会員・中澤会員です。 

紹介者長岡会員 一言お願い致します。 

紹介者 長岡会員 

 

青年会議所の先輩です。今は栃木県大田原市に住ん

でいます。個人的にも親しくしております。 

新入会員 柴田良彦様  

 

歴史ある上野 RCに入会させて頂きます。栃木に住ん 

で 20年くらい経つので久々に東京の方たちとご縁が 

出来ると思いちょっとワクワクしています。月に 2～3度 
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は東京に来ていますが、田舎に住んでいると暮らしや 

すい所もあるのですが情報、時代の波の進み具合が 

東京が日本の中で一番早いと思うので皆様から刺激 

を受けて自分の活力にしていきたいと思いますのでよ 

ろしくお願いします。 

幹事報告 ＲI関係   

・5月のロータリーレートは、１ドル＝130円です。 

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。 

委員会関係 

クラブ親睦委員会 瀬古委員長 

 

5月 20日（金）龍山 RC創立 16周年の式典をオンライ

ンにて精養軒で行います。時間は 18時半からですの

でお時間のある方はご参加ください。 

5月 31日（火）地区大会後に石垣 RC との懇親会を予

定しております。会場は森タワーの 51階です。多くの

方のご参加をお待ちしております。 

会員増強委員会 冨坂伸吾委員長 

 

水門会員よりご自身が退会してご子息とチェンジをした

いとのご連絡を受け、木村会員と 4名で面接をしてま

いりました。 

水門竜哉氏より一言 

 

クラブの力になれたらと思い入会を希望しました。今後

とも宜しくお願いします。 

■ＳＡＡ報告 ニコニコ BOX 

山本会員 大祭無事終わりました。阿部さん、山下さん

お世話になりました。 

常盤会員 先日の「秀舞会」に大勢の方のご来会あり

がとうございました。 

阿部会員 昨日、大祭無事終えました。ご参拝頂いた

方々ありがとうございました。 

山下会員 土・日と下谷神社祭礼にお越し頂いた尾中

さん、大野さん、園部さん、捧さん、冨坂さ

ん、瀬古さん、新保さん、種子田さん、佐谷

さんありがとうございました。 

中村会員 宮本さんのスピーチ楽しみにしています。

昨日ゴルフで久々にニギリで勝ったので、

一部寄付させて下さい。 

上野会員 宮本さん、スピーチ楽しみにしています。長

い GWが終わり、身も心もすっきりしまし

た。今日から改に頑張りますのでよろしく

お願いします。 

三輪会員 今週の 12日（木）13日（金）の親睦旅行、

宜しくお願いします。 

中澤会員 柴田良彦さん、入会おめでとうございます。 

宮本会員 本日卓話させて頂きます。宜しくお願い致し

ます。 

中島会員 宮本さんの卓話、楽しみにしています。 

       水門さん、久しぶりにお会いできて嬉しいで

す。今後ともよろしくお願いします。 

向井会員 阿部会員、山下会員、下谷神社大祭おめで

とうございます。本日 6時より第 5班家庭

集会が伊豆栄本店６Fでやります。宜しく

お願いします。 

５月  ３日 水門会員  ７日 髙野会員 

    １１日 向井会員 １１日 新保会員 

 

 

５月  １７日 齋藤会員  

 



園部会員 久しぶり 2年ぶりの下谷神社大祭では隆栄

講、神酒所でお世話になりました。 

4月 16日国立劇場での花柳秀舞会にご

来場いただきありがとうございました。 

尾中会員 昨日は阿部さん、山下さん大変お世話にな

りました。お世話頂いた皆様にも感謝して

おります。 

大野会員 阿部さん、昨日のお祭りおめでとうございま

した。また、大変お世話になりました。 

捧 会員 阿部さん、山下さん昨日はお世話になりまし

た。 

野口会員 久しぶりに実出席しました。突発性高血圧

で、三半規管がいまだ完治していません。 

 （本日の合計金額   132,000円） 

（本日までの累計 1,582,000円） 

 

 

■卓話 「エストニア 電子政府の取り組みについ

て」    ㈱BFGジャパンリミテッド代表取締役 

宮本 洋子会員 

 

エストニア共和国は、ソビエト連邦が崩壊した 1991

年に誕生しました。独立後も、ロシアの脅威に備えるた

め、また極度の貧困に喘いでいた新生国家の、未来の

基幹産業にするため、政府は行政システムの IT化に

全力を傾けてきました。今では世界最先端の電子国家

として世界の注目を集めるようになり、自国のシステム

を海外にも輸出しています。 

電子化されるサービスは、単に目新しいものを作る

のではなく、今の生活の不便を解消することを目的とし

て開発されています。人間的な生活を大切にし、古い

町並みを残し、都市の周りは手つかずの自然に囲まれ

ています。 

行政サービスの 99％は電子化され、全国民が持つ

デジタル IDで、確定申告や電子投票など、ほとんどの

サービスは自宅にいながらパソコンやスマホで完了し

ます。 

デジタルＩＤカードは、国民保険証や運転免許証も兼ね

ています。オンラインでできないのは、対面で行うのが

良いとされる、結婚、離婚、不動産の売却の３つだけで

す。 

さらに、世界で初めて電子国民制度を導入し、海外

の外国人がエストニアに来ることなく、会社を設立して

事業を行うことを可能にしました。 

政府は行政サービスの電子化に際して「デジタル化

の原則」を掲げています。行政に一度提出した個人情

報は、次回以降提出の必要がないという「ワンス・オン

リーの原則」、法律や行政システムは 13年を超える古

いものを使用し続けないという「ノーレガシーの原則」な

どです。また、契約書や重要書類は、電子署名された

デジタルデータが原本で、紙に印刷したものはコピーで

す。 

政府が開発したネットワークは、民間利用が可能な

形でオープンになっているため、企業の新しいサービ

スを促進するという面もあります。 

世界で初めて自動走行のトライアルを政府が許可し

たのが、エストニアでした。 

先端技術に支えられ、安全性を確保しながらトライア

ル＆エラーを進めて行く、新しいことにチャレンジしてい

く社会や政府のあり方は、今後の日本が参考にできる

部分も多いと思われます。 

次回の卓話 ５月３０日（月） 

「令和 4年 3月 16日の地震による福島の神 

社」下谷神社宮司 阿部明徳会員 

（紹介者 園部経夫会員） 

本日の卓話 ５月２３日（月） 

第６回クラブ協議会＜青少年奉仕＞ 

地区青少年交換委員会 ROTEX委員長 

第５３期派遣学生 小宮一航氏 

（紹介者新保一洋会員） 

 

常盤会員のスペシャルライブ 

「素踊りと浄瑠璃」 

7月 9日(土)12時 30分から  

亀屋一睡亭ライブスペース亀屋（お食事後に

会場へ移動） 会費 15,000円 食事付き 

 



4月 23日（土）RAC 4月第二回例会   

「ヤマシロヤ〜上野駅前で 140年〜」 

卓話者 冨坂伸吾会員 

 
 

 

 
 

 

 

5月１２日・１３日 親睦旅行 伊勢神宮 

 

 

 

2580地区行事予定 

５月３１日（火）２５８０地区大会 

会長・幹事会 9：15～10：45 

新入会員昼食会 11：00～12：37 

本会議 13：00～18：05本会議後の懇親会なし 

会長幹事晩餐会 １８：３０～20：30 

６月４日（土）～６月８日（水）国際大会ヒューストン 

６月１８日（土）１９日（日）日本青少年交換研究会 

熊本会議 


