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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

　この度、伝統と歴史ある上野ロータリークラブの会長をお引き受けすることとなりましたが、当クラブは、
創立以来の歴史と伝統に基づいた親睦と奉仕活動が実践されてきました。その責任の重さを痛感するととも
に身の引き締まる思いをしております。とくに本年度は上野ロータリークラブ創立60周年を迎える年となり、
より一層の重圧を感じている次第でございます。それもひとえに会員皆様方のご助言・ご協力なくしては成
し得ないものと存じております。微力ながら、上野ロータリークラブのさらなる発展のために努力をしてま
いる所存でございます。何卒よろしくお願い申し上げます。
　さて、本年度、ロン　D．バートンＲＩ会長は【ロータリーを実践し、みんなに豊かな人生を】をテーマ
に掲げられました。また、加賀修ガバナーは【脚下照顧】〈ロータリーを実践するにあたり、真理を、外にで
はなく自己自身の内に求め、ロータリーの原点を見つめよう〉を地区活動方針とされました。
ＲＩ会長のテーマもガバナーの活動方針も、『ロータリーの原点を見つめてロータリー活動を実践しよう』と
いうことです。
ＲＩ会長は、会長賞への挑戦　１．会員増強の推進　
　　　　　　　　　　　　　　２．ロータリー財団を通じた人道的奉仕の充実
　　　　　　　　　　　　　　３．ロータリーファミリーを通じたネットワークの強化
加賀ガバナーは、１．例会はロータリーの原点
　　　　　　　　２．親睦と職業奉仕
　　　　　　　　３．「本気」になって実践を
　上記ＲＩ会長、地区ガバナーの基本方針のもと、会長基本方針を次の通りとさせていただき、会員皆様方
のご理解を賜りたく存じます。
【基本方針】
　１．例会の充実と親睦活動

①ロータリークラブの原点は、例会にあります。例会をより楽しく、充実したものにするために、プ
ログラムの構成・あり方を考え、会員相互の親睦・友愛の場として、活気ある例会を目指します。
②会員並びに家族懇親の重要行事として中身が充実したものを目指します。

　２．会員増強
当クラブの将来を考えれば、若年層や婦人層に対する積極的なアプローチやロータリークラブの趣旨
を解りやすく紹介し、加賀ガバナーが掲げている純増一名を目指していく。

　３．社会奉仕活動
継続事業として、少年野球教室の開催や外国人の子どもたちを対象としてロータリー文庫の寄贈を継
続する。引き続き、高齢者健康増進講座の充実を図っていく。

　４．広報活動
上野ロータリークラブが60周年を迎えるにあたり、当クラブの奉仕活動等を広く市民に理解してもら
う上にも、広報活動を積極的に行うことにより、マスコミ等を通じて広くパブリシティとして取り上
げてもらえるような魅力ある活動を行っていく。

　５．インターアクトクラブ活動の充実
上野高校、伊賀白鳳高校のインターアクトクラブの指導にあたられている先生方や生徒たちとの交流
を深め、クラブ活動の発展と充実のために積極的な支援を図っていきたい。

　以上5項目をクラブの目標として設定させていただきます。
　なお、60周年記念事業は実行委員会を中心に充実した事業としていきたいと思います。
　この一年間、会員の皆様のご支援、ご指導、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

2013年〜2014年度
クラブ活動の基本方針

会　長　鹿野　俊介
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2013年
８月６日（火）　クラブ協議会
８月17日（土）〜18日（日）インターアクト年次大会
９月23日（土）　中勢・伊賀分区 インターシティ
　　　　　　　ミーティング
10月３日（木）　上野・上野東ガバナー公式訪問
　　　　　　　合同例会
10月19日（土）〜20日（日）
　　　　　　　国際ロータリー第2630地区大会
12月10日（火）　上野・上野東合同例会
2014年
１月14日（火）　創立60周年記念例会
３月20日（木）　上野・上野東合同例会

2013 〜 14 年度行事

２日　11：00　第１回定例理事・役員会   
　　　12：30　例会　会長年頭挨拶

９日　12：30　例会　クラブアッセンブリー
８日　12：30　各委員長事業計画説明

16日　12：30　例会　新会員卓話　土居義人君

23日　12：30　例会
８日　12：30　収支予算決算報告・定款細則説明

30日　18：30　夜間例会

7 月クラブ行事予定

6 月例会の一コマ

▲入会式　土居義人君（6/4）

▲城東中学校校長 山本政晋氏挨拶

▲入会式　町野金衛君（6/4）

◎会費納入について
　前期会費　130,000円
　７月16日（第３例会日）に徴収します。
　銀行振替納入の方
　（7月22日　自動引き落とし）
　振込みの方は北伊勢上野信用金庫上野営業部
　普通預金411349　上野ロータリークラブ　
　７月31日までにお願い致します。
◎地区ロータリー財団委員会セミナー開催
　７月６日（土）　岐阜都ホテル
◎７月生まれの会員
　４日　鹿野　俊介君　６日　稲浜　建夫君

11日　岡本　邦裕君　15日　石橋　正行君
　21日　宮田　真吾君　24日　鉃﨑　　薫君

◎新年度第1回理事会にて決定すべき事項
　①会計取り扱い金融機関について
　　北伊勢上野信用金庫上野営業部
　②会計監査委員の委嘱について　左橋佳三君
　③例会主宰者の氏名決定
　　ａ．鹿野俊介会長
　　ｂ．中村晶宣会長エレクト　
　　ｃ．田中愛一郎副会長
　　ｄ．桃井房夫理事
◎例会出席免除申請者について
　宮崎亮一君　　中坂實宏君　　福田豊治君
　山森　博君　　左橋佳三君　　余野部猛君
　空森栄幸君　　以上７君
◎事務職員の処遇について
　月曜日〜金曜日　10：00〜16：00
　昼食休憩　　　　12：00〜13：00

〔告　　知　　板〕

▲クラブアッセンブリー後半（6/18）

▲クラブアッセンブリー前半（6/11）

ロータリー文庫贈呈式（6/11）
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ギア倶楽部　６月例会成績

　５月29日㈬アピタ伊賀上野店において社会奉仕
委員会の御協力を頂き、ポリオ撲滅募金活動が行
われました。伊賀白鳳高校から15名、上野高校から、
９名、ロータリアン６名、合計30名が参加しました。
　はじめは、恥ずかしさもあり、呼び掛けの声も
小さかったのですが、次第にしっかりと声を上げ
てお買い物客に訴えていました。そして、前を通
るすべての方々にも気持ち良く御礼のあいさつを
して、インターアクターらしい行動に、大変好感
を持つ事が出来ました。
　また、募金箱や啓発ポスターを自ら作成し、１
人でも多くの方に募金を呼びかけ、１人でも多く
の子供たちにポリオワクチンを届けたいという奉
仕の気持ちが強く感じられました。２年生の生徒
も多く、自分たちがよく理解をしており、ポリオ
についても説明している生徒も観られ、インター
アクターとしての意識の高まりも感じました。少
しでしたが啓発チラシの配布も行い、ポリオにつ
いて理解を広めました。
　夕方の忙しい時間帯にもかかわらず、荷物を降
ろしてまでも、募金してくださった方、先輩とし
て募金活動している後輩を励まして下さった方、
戻ってまでもご協力いただいた方など、老若男女
問わず、本当に多くの方々に募金して頂き、約90
分の間でしたが￥44,379の募金をお預かりする事が
出来ました。前日の例会時に、会員のみなさんに
ご協力頂きました募金と合わせて￥73,379を財団を
通じてＷＨＯに寄託させて頂きました。
　また、今年度は三重県インターアクト協議会の
ホストを務めて頂き、両校の生徒間の交流も深く、
熱心な活動が出来ましたことが、大変嬉しく思い
ます。
　最後になりましたが、社会奉仕委員会、新世代
委員会、会員の皆様に御協力頂きました事に感謝
申し上げます。ありがとうございました。

ポリオ撲滅街頭募金活動
　 インターアクト委員長　福増　久史　 京
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2013年６月20日（木）於：滋賀ゴルフクラブ
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今岡　睦之

井本　治見

福田　豊治

神戸　安男

余野部　猛

澤野　周勇

桃井　房夫

丸山　統正

山下　雅一

本城　　髙

廣澤　浩一

山本　禎昭

鉃﨑　　薫

▲ギア倶楽部会長杯取り切り
　　　　　　優勝　余野部君

最終夜間例会（6/25）

▲ギア倶楽部６月例会優勝
　　　　　　　　　今岡君
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第2908回　25.6.4　晴
�点鐘：今岡睦之会長
�司会：稲浜建夫君
�Song：「君が代」、「奉仕の理想」
�ビジターズ：中井・葛原（上野東）の２君。
�出席報告：①本日の出席率　95.12％　欠席者＝山口、
中森の２君。②前々回の修正　100％　メークアップ=
上田（ガバナー杯）の１君。
�新会員入会式：町野金衛君・土居義人君。
�会長報告：＊会長エレクト田中君休会届受理に伴う
臨時総会。＊会長エレクトに中村君、副会長に田中君
で決議決定。
�幹事報告：＊第12回理事役員会報告。＊次年度会長
エレクト　中村君。＊60周年記念事業について。＊ロ
ータリー文庫贈呈式（6/11）ついて。＊伊賀JC55周年
記念式典（6/16）お祝い金について。50,000円。＊富田
龍雄君退会について。＊新会員所属委員会について。
親睦活動委員会。＊中日本サッカー大会協賛金につい
て。10,000円。＊伊賀上野町家みらいセンター、平成25
年度会費について。5000円。＊6月よりクールビズ（例会）
について。
�委員会報告：＊余野部国際奉仕委員長　ロータリー
文庫贈呈について。＊廣澤60周年実行委員長　60周年
事業決定事項の報告。＊山下次期クラブ管理委員長　
クラブ管理委員会開催のお知らせ。＊福増インターア
クト委員長　ポリオ撲滅街頭募金（5/29）の報告。
�ロータリーの友読みどころ：宮田君
�ニコBOX：葛原（上野東）（お世話になります）、中井（上
野東）（お久しぶりです。お世話になります）、今岡（町
野君、土居君入会おめでとうございます。今後ともよ
ろしくお願いします）、富田（長年お世話になり有難う
ございました。体調の関係もあり、本年度限りで退会
させて頂きます。上野ロータリークラブの益々のご発
展と皆様のご健勝をお祈り致します）、福増（ポリオ撲
滅街頭募金活動でご協力有難うございました）、丸山、
神戸（誕生日を自祝して）の各君。
�卓話：クラブの日

第2909回　25.6.11　曇り　
�点鐘：今岡睦之会長
�司会：稲浜建夫君
�Song：「我等の生業」、「浜辺の歌」
�ビジターズ： 西 （上野東）の１君。
�ゲスト：城東中学校校長　山田政晋氏。 ㈲アイディ
ー代表取締役　藤川直紀氏。
�出席報告：①本日の出席率　87.8％　欠席者＝本城、
山口、岡本、市川、山本の５君。②前々回の修正　
100％　メークアップ=神戸（津南）、山本（ポリオ募金）
の２君。
�ロータリー文庫贈呈式：城東中学校校長　山田政晋
氏挨拶。
�会長報告：＊台風の接近と水不足問題について。＊
ロータリー文庫贈呈式について。
�幹事報告：上野東ロータリークラブより、故前山幹
事の後任として、新幹事　木津直樹君が着任しました。
＊例会変更。
�次期幹事稲浜君より：次年度、出席免除される方申

上野ロータリークラブ　　例　会　記　録

請書の提出よろしくお願いします。
�ニコBOX：西（上野東）（失礼します）、余野部・山出（城
東中学校、山田校長をお迎えして）、吉岡・神戸（早退
のお詫び）の各君。
�卓話：クラブアッセンブリー　前半

第2910回　25.6.18　曇り
�点鐘：今岡睦之会長
�司会：稲浜建夫君
�Song：「日も風も星も」、「海」
�ビジターズ：葛原・松本（上野東）の２君。
�出席報告：①本日の出席率　90.24％　欠席者=廣澤、
別所、本城、山下の４君。②前々回の修正　97.56％　
メークアップ=山口（名張）の１君。
�会長報告：＊16日に開催されました伊賀青年会議所
55周年記念式典について。＊会長として例会、後2回と
なりました。＊60年の歴史あるクラブのロータリーア
ンとしてこれからもよろしくお願いします。＊最後の
夜間例会、たくさんの方のご出席よろしくお願いしま
す。
�幹事報告：＊ひまわりコンサートのご案内（7/7）。
�ニコBOX：葛原（上野東）（お世話になります）、松本（上
野東）（久しぶりにお邪魔します）、吉村（上野東）（お世
話になります）、余野部（母の葬儀、又お通夜にご多忙
の中、ご弔問、ご会葬頂きありがとうございました。
特に、上田君・井本君・稲浜君お手伝い感謝します）
の各君。
�卓話：クラブアッセンブリー　後半

第2911回　25.6.25　晴
�点鐘：今岡睦之会長
�司会：稲浜建夫君
�Song：「それでこそロータリー」、「バラが咲いた」
�出席報告：①本日の出席率　94.87％　欠席者=木津・
別所・中森の３君。②前々回の修正　97.56％　メーク
アップ=山本、山口（上野東）、岡本（鈴鹿シティ）、市川

（亀山）の４君。
�会長報告：＊１年間、例会運営有難うございました。
＊１年間を振り返って、ロータリークラブ成熟したク
ラブで自分自身も成長又は、勉強させていただけたと
感じております。＊国政選挙、市長選挙、市会議員選
挙について。
�幹事報告：＊伊賀青年会議所55周年記念事業出席の
お礼。＊例会変更。
�委員会報告：＊廣澤ギア倶楽部幹事より　入会とは
ぐるま会開催について。ギア倶楽部表彰式　６月優勝
今岡君。取り切り優勝　余野部君。
�ニコBOX：今岡（１年間有難うございました。鹿野さ
ん次年度よろしくお願いします）、井本（１年間有難う
ございました。皆様のご協力でここまでやってこれま
した。感謝、感謝です）、上田・中村（１年間ご協力有
難うございました）、山本（新世代奉仕委員会、無事に
終えることができました。１年間有難うございました）、
宮田（早退のお詫び）の各君。
�卓話：最終夜間例会


