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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

　新年、あけましておめでとうございます。

会員の皆様には、お健やかに初春をお迎えのことと存じま

す。昨年は新型コロナウイルスが爆発的な流行と減少を繰

り返し、不安定な１年となりました。そんな中、東京オリ

ンピック・パラリンピックが無事開催され、日本中が感動

の渦に巻き込まれました。

　しかし、現在、再び新型変異ウイルス「オミクロン株」が世界中のみならず、日

本中でも感染が拡大してきており、まだまだ注意が必要な状況となっております。

　本クラブでは、新年正式参拝（１月11日）、第68回創立記念例会（１月18日）、親

睦家族会（２月19日）にはOSK日本歌劇団100周年記念とリーガロイヤルホテルでの

夕食会を予定しております。さらに地区の行事も後期を中心に実施されると思いま

すので、会員の皆様にはご協力をよろしくお願いいたします。

　その他にも、新年度の目標として掲げました会員増強と職業奉仕の理念、ロータ

リー財団活動の支援、米山記念奨学会の支援等にも会員の皆様のご支援ご協力をお

願いしたいと存じます。

　最後になりましたが、今年も皆様方にとって良き１年となります様、心より祈念

いたしまして年頭のご挨拶とさせていただきます。

年 頭 の ご 挨 拶
会　長　空森　栄幸
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▲年次総会　長期計画委員長　稲濱君（12/7）

▲ギア俱楽部12月例会優勝　別所君（12/21） ▲卓話　中勢・伊賀グループガバナー補佐　山口久彦氏（12/21）

▲副会長　山本禎昭君挨拶（会長代理）（12/21）

（新型コロナウイルス感染状況により変更有）
４日　 　公認休会

11日　９：30　例会（3269）移動例会（新年正式参拝例会）
10：00　第６回理事役員会議

18日　12：30　例会（3270）創立記念例会

25日　12：30　例会（3271）クラブアッセンブリー

1 月クラブ行事予定  ＳＡＡ　　　　　　　　　廣澤　浩一
　理事　　　　　　　　　　稲濱　建夫 
 理事　　　　　　　　　　福増　久史
 理事　　　　　　　　　　中村　晶宣
 理事　　　　　　　　　　市川　亮太
 理事　　　　　　　　　　上島栄美子
 副幹事　　　　　　　　　福森　直樹
 副ＳＡＡ　　　　　　　　安田　年道
 副ＳＡＡ　　　　　　　　奥井　　実

◎１月生まれの会員
　13日　堀川紘一郎君　15日　松川　英一君
　17日　山口　　隆君
　11日　桂　富佐（ソング）さん

◎後期会費納入について
　後期会費　130,000円
　１月25日（第３例会）にて徴収します。
　銀行振替納入の方は、１月20日に自動引き

落としとなります。振込みの方は、１月31
日までにお願いいたします。

　北伊勢上野信用金庫　上野営業部 
 普通　0411349　上野ロータリークラブ
　　　　　　会計　山口　　隆

〔告　　知　　板〕
◎創立記念例会
　1月18日（火）12：30　ヒルホテルサンピア伊賀

◎創立記念例会　連続皆出席者被表彰者
　該当者なし

◎2022〜2023年度理事役員
　会長　　　　　　　　　　小坂　元治
　直前会長　　　　　　　　空森　栄幸
　会長エレクト　　　　　　山本　禎昭
 副会長　　　　　　　　　山本ヒサ子 
 幹事　　　　　　　　　　南出　政彦
 会計　　　　　　　　　　山口　　隆 

12月例会の一コマ
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　12月14日火曜日、コロナ禍の影響で待ちに待った
合同例会が、１年ぶりに開催されました。ホストク
ラブとして、１ケ月前から開催の有無を検討してま
いりました。
　一同に寄ると３蜜になるのではないか、開催でき
るとしたら食事は、お酒は…と現状下ではなかなか
判断がつかず、12月の理事会まで判断を先送りした
ところです。
　お陰様で12月７日現在では、コロナの感染状況は、
県も伊賀市もともに一時収まっていましたので、東
クラブとも相談の上、通常通り開催を決定致しました。
　当日は、充分なコロナ対策をして無事に終えるこ
とが出来、久しぶりのロータリアンの懇親が深めら
れたと思い、大変嬉しく思っています。
　また、当日の朝からは合同コンペも天候に恵まれ
プレーが出来、交流を深められたと思います。残念
なことは、両クラブ対抗の団体賞は東クラブに完敗
しましたが、和気あいあいのうちに楽しい１日を過
ごすことが出来ました。次回は団体賞を奪還するた
め皆様頑張ってください。

　合同例会・合同ゴルフコンペにご参加いただきま
した皆様ありがとうございました。上野・上野東合同例会・合同コンペ開催

クラブ管理委員長　廣澤　浩一

第3266回　2021.12.7　雨
�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　82.85％　欠席者=森川、
本城、北森隆文、北森徹、福森、川向の６君。②前々
回の修正　100％　メークアップ=なし。
�会長報告：＊長年腰が悪く医者から脊柱管狭窄症との
診断を受けて12月11日（土）に手術を行うことになり12月14
日（火）の合同例会を欠席させていただく。手術費用は高
いが、短時間手術で傷口は1.6㎝程度で２～３日の入院で
す。皆様には、御迷惑をお掛けしますが、御了解いただ
きたい。

上野ロータリークラブ　　例　会　記　録
�幹事報告：＊木根幹事より令和３年12月７日 AM11：30 
～ 12：00 ２F茅ノ間で開催された第５回理事・役員会で
決議・報告された内容について説明する。＊詳細について
は、第５回理事・役員会議事録を参照のこと。例会終了
後PM1：30より茅ノ間で、次年度理事役員会を開催するの
で、関係者は出席していただきたい。
�委員会報告：＊稲濵次年度理事・役員選考委員長より
2022 ～ 2023年度理事・役員任の発表を行い、例会終了
後PM1：30より茅ノ間で、第１回2022 ～ 2023理事役員会
を開催する。関係者に出席していただきたいと説明する。
＊廣澤クラブ委員長より
・12月14日（火）PM6：30より白鳳の間で合同例会開催。
上野ロータリー 25名、上野東ロータリー 29名、奨学生３名、
計57名出席予定。

ギア倶楽部 12月例会（合同例会）成績
2021年12月14日（火）　於：ルート25ゴルフクラブ

RANK NAME GROSS H.C NET 次回H.C

優勝
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６位

７位

８位

９位

10位
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12位

93

102

112

102

108
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107

96

109

119

123

116

13

18

27

17

23

17

21

9

17

25

26

18

9

14

24

80

84

85

85

85

86

86

87

92

94

97

98

別所　泰広

廣澤　浩一

原田　正明

松川　英一

山本　禎昭

澤野　周勇

奥井　実

山口　隆

井本　治見

丸山　統正

福田　豊治

稲濱　建夫小坂会長エレクト挨拶

合同コンペ優勝　上野東クラブ

3



・１月11日（火）AM10：00 ～　菅原神社公式参拝終了後、
第6回理事・役員会開催予定。
・１月18日（火）　創立記念例会　PM6：30 ～
　ゲスト　OSK歌劇団　椿りょうさん他
・２月19日（土）上野ロータリー家族会
　OSK歌劇団100周年記念公演観劇（大阪松竹座）後、
　リーガロイヤルホテルでディナー。
�誕生日祝い：榊原成人・空森栄幸・堀之内壮平・中村
晶宣・川崎喜代美の５君。
�ロータリーの友読みどころ：別所泰広君
�ニコBOX：空森・榊原・堀之内・中村（誕生日を自祝
して）の各君。
�卓話：年次総会

第3267回　2021.12.14　PM6：30～　晴れ
�点鐘：小坂会長エレクト
�司会：南出政彦君
�Song：「君が代」、「奉仕の理想」
�ビジター：なし
�ゲスト：なし　
�出席報告：①本日の出席率　67.48％　欠席者=空森、
別所、福増、川向、寺南、本城、北森隆文、吉田、市川、
中坂、安田、山下、増田の13君。②前々回の修正100％
メークアップ=なし。
�会長報告：小坂会長エレクトが代行　＊空森会長が脊
柱菅狭窄症の手術入院の為、合同例会欠席です。本日出
席された皆様にくれぐれも宜しくとの話を小坂会長エレクト
が伝える。
�幹事報告：＊上野東ロータリークラブ出席者に謝辞
を述べる。
�委員会報告：なし
�ニコBOX：上村（上野東）（本日は合同例会、設営・準
備お世話になり有難うございました。）、前田（上野東）（上
野クラブの皆様、本日の合同例会のセッティング有難うご
ざいました。）、小林（上野東）（本日はお邪魔させていただ
きます。）、中井（上野東）（本日は、ゴルフ、合同例会でお
世話になり有難うございます。）、空森（合同例会欠席のお
詫び。）、小坂（合同例会開催にあたり、クラブ管理委員会
の皆様方、準備有難うございました。）、山本ヒサ子（上野
東の皆様ようこそいらっしゃいました。）、福田（ゴルフ一緒
に有難うございました。）の各君。
�懇親会：クラブ管理委員会　福森親睦担当進行
　乾杯　山本禎昭副会長
＊合同コンペ表彰式  コンペ 29名参加
　クラブ管理委員会　廣澤委員長進行
　個人戦   優勝　中井茂平君　　
　団体戦　上野ロータリークラブ（圧倒的勝利）　

第3268回　2021.12.21　晴れ
�点鐘：山本禎昭副会長
�司会：南出政彦君
�Song：「日も風も星も」、「もしもピアノが弾けたなら」

「四つのテスト」
�ビジター：なし

�ゲスト：2630地区中勢・伊賀グループガバナー補佐
山口久彦氏
�出席報告：①本日の出席率　85.71％　欠席者=空森、
小坂、本城、北森隆文、寺南の５君。②前々回の修正
100％　メークアップ=なし。
�会長報告：山本禎昭副会長（空森会長病気療養のため
欠席）　山口久彦氏の例会出席の謝辞を空森会長に代わ
り述べる。山本禎昭副会長が会長に就任する2023 ～
2024年には、上野ロータリークラブは、創立70周年を迎
えることになる。そして同年度（2023年８月）には、インタ
ーアクト年次大会が開催。当クラブが担当する予定になっ
ており、ホストの上野高校・伊賀白鳳高校が取り組むこと
になる。大変責任の重い仕事が待っている。今年度の理
事会でインターアクト準備実行委員会の創設が承認された
のでしっかり対応して行きたい。会員各位のこれからの御
支援・御協力を宜しくお願い致します。
�幹事報告：＊今年の例会は、本日最終。＊令和４年１
月11日（ 火）AM9：00 ～ 菅原神 社 集 合（ 移 動 例 会）、
AM9：30 ～ 新年公式参拝例会、AM10：00 ～ 第６回理
事役員会開催。
 【持ち回り臨時理事役員会決議事項】
＊今月12月末で退会する本城高君（11年間在籍）11,000
円程度の退会記念品の贈呈。＊菅原神社新春書初め大会 
15,000円協賛。
�趣味の会報告：＊ギア倶楽部より。12月度コンペ優勝
　別所泰広君。１月度（榊原Ｃ.Ｃ.）、２月度（タートルエー
スＣ.Ｃ.）のコンペ開催は中止とする。３月よりコンペ再開と
する。
�ニコBOX：山口ガバナー補佐（津北）（今日は中間訪問
でお邪魔します。よろしくお願いします）、山本禎昭（山口
ガバナー補佐様ご苦労様です。本日、会長代理の代理を
務めさせていただきます。よろしくお願いします。）、木根

（山口ガバナー補佐様ようこそお越しくださいました。本日
はよろしくお願いします。）、小坂（娘の結婚式が１年越し
で挙げられました。本日、欠席のお詫び。）榊原（遅くなり
ましたが年報が出来ました。広報委員会の皆様、原稿を
いただいた方々有難うございました。）、山本ヒサ子（年報
遅くなりました。本日お持ち帰りくださいませ。）、福増・
安田・市川（前回、合同例会欠席のお詫び。）川向（２週
連続、欠席のお詫び）の各君。
�卓話：中勢・伊賀グループガバナー補佐　山口久彦氏
＊今年7月に訪問して６カ月ぶりに再訪問することになりま
した。今年もコロナ騒動で世の中が振り回されているが、
ようやく感染者の減少がみられるのは、日本人の勤勉性
が大きく影響しているのではないのか。特に日本人の教育
が行き届いているために感染対策ルールを守ると言うこと
やワクチン接種率の高さに影響しているのではないか。
ロータリーの活動もこれから後半に差しかかりますが、本
格的な活動を実施して行きたい。ロータリーの会合はリ
モートでは無く皆さんと顔を合わして更なる親睦を図れる
ようにして行きたい。大阪北区のクリニック放火事件につ
いて、防火設備の安全性について古い基準のまま放置さ
れていたことが、多くの犠牲者を出したことに繋がってお
り、大変残念。アメリカの竜巻災害やインドネシアの火山
噴火など世界中で災害が多く発生しているが、ロータリー
として救いの手をこれからも差し伸べて行きたい。
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