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上野ロータリークラブ

MONTHLY 四つのテスト
　言行はこれに照らしてから
１　真実かどうか
２　みんなに公平か
３　好意と友情を深めるか
４　みんなのためになるかどうか

　去る10月17日（日）ロータリールームにて（ZOOM）によるオンライン研修を受けましたので、
その内容をお伝えしたいと思います。（ちなみに今回川向会員に、ロータリールームで（ZOOM）
によるオンライン受講出来るよう設定して頂きましたので、今後地区研修など必要な時にご活
用ください）
　研修内容は二部内容で　１．財団補助金の規定と分野別内容の説明　２．ロータリーカード
の説明でした。

１．財団補助金は小規模なプロジェクトの「地区補助金」と海外のクラブと提携したプロジェ
クトの「グローバル補助金」に分かれ、どちらも3年前からの申請が必要です。補助金には
財団寄付実績により、支給割り増し制度がありますが上野ロータリーは2019 ～ 2020年度の
寄付が一人当たり地区最下位の＄48.72なので24％増しになります。（ちなみに＄100の場合
は100％増し）

　　寄付が全てとは思いませんが「いざ申請を」の為に皆様のご協力お願い致します。（ちなみ
に久居クラブは一人当たり＄318.77上野東クラブ＄150.47）

　　通常のプロジェクト補助金以外に、二か国以上のクラブが職業人のスキルアップを目的と
した職業研修チーム（VTT）補助金、奨学生に対する補助金（MBA取得等は厳しい）が
あります。

２．ロータリーカードは日本では2003年から始まりましたが基本機能は通常のカードと変わり
ませんが、利用ポイントがポリオ根絶支援資金となります。また2016年からはダイナース
クラブでクラブカードが作れ、年会費無料でRIや地区への送金も手数料なしで振り込め、
ポリオのポイントも発生しま
す。事業等の支出に利用する
ことで数万円分のポリオ寄付
も可能となります。

　以上がセミナーの概要ですが、
詳しく知りたい方は資料がロータ
リールームにあり、直接地区の財
団委員会に問い合わせて頂いても
良いと思います。

ロータリー財団（補助金セミナー）オンライン研修
ロータリー財団支援活動担当　榊原　成人
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10月例会の一コマ

▲新会員卓話　堀川紘一郎君（10/19）▲ロータリーの読みどころ　別所君（10/12）

▲ギア俱楽部９月例会優勝　奥井君（10/5） ▲新会員卓話　奥井実君（10/12）

▲増田雄君　入会式（10/5）

11月クラブ行事予定 〔告　　知　　板〕
２日　11：30　第４回定例理事役員会
　　　12：30　例会（3262）　クラブの日

９日　12：30　例会（3263）
　　　　　　 新会員卓話　増田雄君「芭蕉さん」

16日　12：30　例会（3264）
　　　　　　 「第１回女性会議」の報告
　　　13：20　指名委員会（第２回）

23日　　　　 法定休会

30日　12：30　例会（3265）
　　　　　　 職業奉仕委員会研修セミナーの報告

◎第１回女性会議開催
　11月13日（土）　於　都ホテル岐阜長良川　

13：00点鐘
◎職業奉仕委員会研修セミナー開催
　11月20日（土）　於　都ホテル岐阜長良川　

11：00点鐘
◎中勢・伊賀グループはぐるま会　中止
◎ギア倶楽部11月例会
　11月18日（木）　大甲賀カントリークラブ油日コース
◎11月生まれの会員
　５日　南出　政彦君　10日　山出　美材君
　11日　本城　　髙君　28日　福増　久史君
　30日　小坂　元治君
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新会員　奥井　実
　今年の７月６日に上野ガス株式会社の取締役とし
て上野ロータリークラブに入会をさせていただきま
した奥井実です。歴史ある上野RCの一員として頑
張りますので、ご指導、ご鞭撻のほどをよろしくお
願いいたします。
　上野ガス㈱には、10社のグループ会社がございま
して私はその中で、上野ハウス株式会社の代表取締
役社長を務めております。そのため、これまでの友
好関係は建設業界の方々に偏りがちでしたが、上野
RCへの入会を機に、これからはいろんな業種の方々
と交流をさせていただけることを本当に楽しみにし
ています。
　私事になりますが、お酒は少々飲めますし、ゴル
フは下手ですが一応しますので、機会があれば是非
お誘い下さい。
　また、今はコロナ禍で沢山の制約を受けますが、
情報集会とか勉強会等に積極的に参加をして、私自
身が一日も早くロータリアンとして、様々な活動に
取り組んでいけるようになりたいと思っています。
　更に、これまでは建設業に携わる者として企業活
動を通じて地域の安全・安心の守り手としての使命
を果たすことを最重要課題と考えてきましたが、こ
れからはこれに加えてロータリーの目的である「奉
仕の理念」を奨励し、育成することにも努めて参り
ます。
　つきましては、一日も早く新型コロナウイルス感
染拡大が終息して、平穏な日常に戻ることを祈ります。
　私は現在62歳で、二人の孫にも恵まれていますが、
バイタリティーだけは、まだまだ自信があります。
　私の座右の銘は「至誠天に通ず」です。意味は、
真心をもって事にあたれば、好結果がもたらされる。
好きな四字熟語は「雲外蒼天」です。意味は、困難

を乗り越え努力して克服すれば、素晴らしいことが
待っている。生意気なようですが常に自分自身に言
い聞かせている言葉ですので、紹介をさせていただ
きました。
　こんな新会員の私ではありますが、皆様今後とも
よろしくお願い申し上げます。

新会員　堀川紘一郎
　2021年7月に入会させて頂きました堀川紘一郎と
申します。
　仕事は石油製品や肥料・農薬・農業資材、また宅
配水や業務用衛生用品などの販売、また自動車の販
売や車検・メンテナンスに従事しております。
　ロータリー活動を通して奉仕や友情の精神を学ば
せていただき、人間としてもより幅を広げて成長し
ていければと考えております。
　至らぬ点も多々あると思いますが、今後におきま
しては皆様方の御指導を仰ぐばかりだと存じます。
何卒、宜しくお願い申し上げます。

上野ロータリークラブ入会にあたって

第3258回　2021.10.5　晴
�点鐘：空森栄幸会長
�司会：南出政彦君
�Song：「君が代」、「奉仕の理想」、「四つのテスト」
�ビジター：なし
�ゲスト：なし
�出席報告：①本日の出席率　91.42％　欠席者=別所、
本城、北森隆文の３君。②前々回の修正　100％　メー
クアップ=なし。

上野ロータリークラブ　　例　会　記　録
�新会員入会式：増田雄君
◦増田君の入会に際して空森会長より祝福メッセージ
◦推薦人廣澤君より増田君の紹介
◦増田君より入会挨拶
�会長報告：＊１カ月半ぶりの例会開催についての説明と
コロナ感染症流行の状況についての対応及びこれからの
ロータリー活動についての指針について。＊11月13日地区
での女性会員による女性会議が開催される。＊今後、コ
ロナ終息に伴い酒の飲み過ぎに注意しながら、会員相互

ギア倶楽部　10月例会成績
2021年10月21日（木）　於：阿山カントリー倶楽部

RANK NAME GROSS H.C NET 次回H.C

優勝
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9
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30

17

17

17

26

16

80

81
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85

86

88

91

92

95

井本　治見

福田　豊治

稲濱　建夫

松川　英一

山口　　隆

廣澤　浩一

原田　正明

小坂　元治

澤野　周勇
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の親睦のために少しずつ飲酒の機会を増やして行きたい。
�幹事報告：＊第３回理事会報告。＊10月度の例会は、
短縮例会とする。＊10月12日の例会からは、クールビズは
終了してネクタイ着用とする。
�委員会報告：なし
�趣味の会報告：ギア倶楽部　９月例会優勝　奥井実君。
�誕生日祝い：９月…木根英男・廣澤浩一の２君。
　10月…中坂實宏・森川徹・ 吉田修一・北森徹の４君。
�ロータリーの友読みどころ：10月12日に変更
�ニコBOX：空森（増田雄君入会おめでとう。）、木根（増
田さん入会おめでとうございます。これからよろしく
お願いします。また、９月誕生月を自祝して。）、小坂（増
田さん入会おめでとう。よろしくお願いします。）、廣
澤（本日より増田雄君が入会することになりました。よ
ろしくお願いします。誕生日を自祝して）、山本禎昭（増
田さん入会おめでとう。これからもよろしくお願いし
ます。）、稲浜（増田さん入会おめでとう。会員の皆様お
久しぶりです。）、中坂・北森徹・吉田（誕生日を自祝して）、
森川（誕生日を自祝して、FCくの一三重、優勝しました。
皆様の引き続きのご支援をお願いいたします。）、奥井

（９月のギア倶楽部に初参加をして、優勝させていただ
きました。有難うございました。）の各君。
�卓話：クラブの日

第3259回　2021.10.12　曇り
�点鐘：空森栄幸会長
�司会：南出政彦君
�Song：「我等の生業」、「秋桜」「四つのテスト」
�ビジター：なし
�ゲスト：なし　
�出席報告：①本日の出席率　79.41％　欠席者=廣澤、
本城、山出、堀之内、中村、安田の６君。②前々回の
修正100％　メークアップ=なし。
�会長報告：＊落語家故林家小三治さんと大相撲故横綱
玉の島についての思い出。＊元横綱北の富士さんのNHK
での年俸が、2,500万円である。
�幹事報告：＊味岡さん出演のオペラ “ヘンデルとグ
レーテル” の招待券が残り３枚あるので、必要な方は
幹事まで申し出てほしい。
�委員会報告：＊国際奉仕・青少年奉仕委員会　上島
委員長より、米山奨学資金の寄付募集を来週に行うの
で、1口５,000円でご寄附をお願いします。
�ニコBOX：福増（ネクタイ忘れました。）、堀川（森川さ
んお誕生日おめでとうございます。）、別所（前回、欠席の
お詫び）、北森隆文（本日もよろしくお願いします。）の各君。
�ロータリーの友読みどころ：別所泰広君
�卓話：新会員卓話　奥井　実君
　「ウッドショックへの対応の話」

第3260回　2021.10.19　曇り
�点鐘：空森栄幸会長

�司会：南出政彦君
�Song：「日も風も星も」、「旅愁」、「四つのテスト」
�ビジター：なし
�ゲスト：なし
�出席報告：①本日の出席率　79.41％　欠席者=山本禎
昭、寺南、本城、北森隆文、増田、北森徹の６君。②前々
回の修正　100％　メークアップ=なし。
�会長報告：＊急に寒くなり紅葉も近い。昔は、上野天
神祭りが行なわれる頃になると、炬燵が必要になった。
古き良き時代の昔話の話。＊のどぐろと、さよりの魚の話。
�幹事報告：＊本日、第１回指名委員会が、３F「上野
の間」で開催されますので関係者の皆様よろしくお願
いします。
�委員会報告：＊ロータリー財団担当榊原君より、10/17
ロータリールームにて　ロータリー財団補助金セミナーオ
ンライン研修に参加。セミナーについての報告。
�ニコBOX：安田・山出（前回、欠席のお詫び）、奥井（先
日は、新会員歓迎会を開催していただきありがとうご
ざいました。）、堀之内（前回・前々回欠席のお詫び）、
山本禎昭（本日欠席のお詫び）の各君。
�卓話：新会員卓話　堀川　紘一郎君
　石油製品の値上げについての現状報告と環境にやさ
しいGLT燃料（天然ガス系燃料）について。

第3261回　2021.10.26　晴
�点鐘：空森栄幸会長
�司会：南出政彦君
�Song：「それでこそロータリー」、「リンゴの唄」、「四
つのテスト」
�ビジター：なし
�ゲスト：なし
�出席報告：①本日の出席率　91.42％　欠席者=市川、
本城、吉田の３君。②前々回の修正　100％　メークアッ
プ=なし。
�会長報告：＊上野の天神祭りは、昨日ですべて終了す
る。来年は、去年・今年の分を含めて盛大に開催出来る
ようにしたい。祭りには、酒がつきものであるが、若い頃
は、振舞い酒を塩湯での大豆やかつおの削り節、するめ
をあてに浴びるほど飲み、ふらふらで祭りを仕切ったが、
今はそのようなこともあまりないようである。
�幹事報告：＊佐賀・長崎の豪雨災害義援金について、
国際ロータリー第2630地区からガバナーより御 礼と
1,673,353円送金の報告。
�委員会報告：なし
�趣味の会報告：なし
�ニコBOX：寺南（嬉しい事がありました。おじいちゃ
んになりました。いっぺんに２人も）、山本ヒサ子（米
山へのご寄付。有難うございます。）、増田（前回欠席い
たしました。申し訳ございません）の各君。
�卓話：ガバナー卓話映像視聴　（20分程度）
　国際ロータリー第2630地区　ガバナー　浦田幸一様
　地区方針「つねに超我の奉仕を胸に」について。
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