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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

　３月21日（春分の日）運動公園野球場にて、14回目を迎える少年野球教室が開催されました。

開会式、記念撮影の後、前日の雨が残り、時折雪が散らつく中、８チーム122名の選手達がそ

れぞれのポジションに分かれ守備練習を各講師から基本指導を受けました。ピッチャーを担当

した元巨人・中村投手は「キャッチャーのミットではなく、キャッチャーの親指を狙って投げ

よう」などと声を掛けていました。

　今回、講師から各チームの代表と話をする時間を持ちたいとの申し出があり、開会式に先立

ち、スポーツセンター会議室で懇談会を開催しました。

　チームの代表からは、「小学生の数が減り、チームも少なくなり、運営が難しい。」「選手にルー

ルを教える方法は？」等の質問が出ました。講師からは小学生だから、基本的にまだ難しい。

野球より子ども達が野球を楽しみ、好きになる様な指導をしてほしいとの思いが伝えられました。

講師　元巨人・中村　稔さん、元阪神・辻　恭彦さん

　　　元中日・飯田幸夫さん、元中日・彦野利勝さん

創立60周年記念上野ロータリークラブ少年野球教室
RC国際・新世代奉仕委員長　岡本　邦裕
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１日　11：30　第10回定例理事役員会
　　　12：30　例会（2946）　クラブの日
　　　　　　 卓話　上野税務署長　岩田和之氏
　　　13：40　第４回次年度理事役員会

８日　９：00　例会（2947）　早朝例会
　　　　　　 春の親睦家族会　京都方面

15日　12：30　例会（2948）
　　　　　　 卓話　芭蕉翁生誕370年記念事業実行部長　池澤基善氏

22日　12：30　例会（2949）　会員卓話　山本禎昭君

29日　　　　 法定休会

4 月クラブ行事予定

3 月例会の一コマ

▲ギア倶楽部２月例会優勝　上田泰生君（3/4）

上野・上野東合同例会（3/20）

▲卓話　伊賀上野ケーブルテレビ㈱　山下典子氏（3/25）▲卓話　龍谷大学名誉教授　戸上宗賢氏（3/11）

〔告　　知　　板〕
◎地区協議会
　４月13日㈰　12：00点鐘「多治見市文化会館」

◎ギア倶楽部　遠征
　４月16日㈬・17㈭
　三好カントリークラブ・桑名カントリークラブ

◎４月生まれの会員
　１日 澤野　周勇君　４日 木津　龍平君
　５日 中森　良文君　７日 井本　治見君
　13日 町野　金衛君

▲会員卓話　廣澤浩一君（3/4）
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　３月15日、多治見市産業文化センターで
の会長エレクト研修セミナーに参加しまし
た。名古屋市から中央線の特急で30分、多
治見市は「山紫水明」の風光明媚な町です。
猛暑だった昨夏、最高気温41度を記録して
一躍有名になった町です。
　次年度のRI会長のテーマは、LIGHT UP 
ROTARY〜ロータリーに輝きを〜です。そ
れぞれのクラブが輝き、一人ひとりのロー
タリアンが輝こうという方針です。
　それを受けての地区活動方針のテーマは

「耳を傾け、ロータリーに活力を」です。
　どうすればロータリーが輝き、活力が生
まれるかで様々な意見交換が行われました。
得られた結論は、「会員増強」でした。今す
べてのクラブが例外なく、直面している課
題です。
　そう簡単に解決できる課題ではないと思
います。単年度で解決できる課題でもあり
ません。ロータリーだけではなく社会全体
が抱えている課題と思います。
　2014〜2015年度は、会員増強について考
え成果を挙げる初年度にできたらいいなと
考えています。目標を立てみんなで知恵を
出し合い着実に成果を上げる、その一歩を

2014年会長エレクト研修セミナーに参加して
会長エレクト　中村　晶宣　
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ギア倶楽部３月例会成績（合同）
2014年３月20日　　於：ジャパンクラシックカントリー倶楽部
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井本　治見

上田　泰生

澤野　周勇

山口　　隆

稲濱　建夫

別所　泰広

今岡　睦之

山下　雅一

桃井　房夫

廣澤　浩一

踏み出したいと思います。
　地区では「ロータリーデー」を設定して、
地域社会の人々にロータリーを紹介してい
くことを提唱しています。このことは会員
増強の１つの手段として提案しているよう
です。そのような取り組みは１つのヒント
になるかと思います。
　クラブ会員の協力で会員がたくさん増え
るように、よろしくお願いします。
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第2942回　26.3.4　晴れ時々曇
�点鐘：鹿野俊介会長
�司会：小坂元治君
�Song：「君が代」、「奉仕の理想」
�ビジターズ：恒岡弘二・神戸照男（上野東）の２君。
�ゲスト：なし
�出席報告：①本日の出席率　89.19％　欠席者＝中村、
木津、岡本の３君。②前々回の修正　86.48％　メーク
アップ=稲浜（クリーンウォーキング）の１君。
�誕生日祝い：左橋君、山森君、堀川君、別所君、福
田君の５君。
�会長報告：＊来週からパラリンピック開催です。不
安なウクライナ情勢、無事に行なってほしい。日本選
手にも頑張ってもらいたい。
�幹事報告：＊３月のテーブルの花、紅白の梅、月ケ
瀬の梅はまだです。＊第９回理事会報告。＊3/21の野
球教室の出欠を取ります。＊今月の月信に上野RCの60
周年が掲載されています。
�ロータリーの友読みどころ：福増君。
�委員会報告：＊山下クラブ管理委員長　４月８日の
家族会の連絡。＊廣澤60周年実行委員長　お祝い金
535,000円   野球教室へ10万円。親睦家族会にも予算を。
＊ギア倶楽部　２月例会　上田君優勝。
�ニコBOX：恒岡弘二・神戸照男（上野東）（本日はよろ
しく）、吉岡（恒岡様、神戸様ようこそ）、福田・山森・
左橋・堀川・別所（誕生日を自祝して）、宮田（本日ＳＡＡ
委員長になりました。副ＳＡＡ２名共 よ々ろしく）の各君。
�卓話：会員卓話　廣澤浩一君「上野RCと芭蕉と観光」

第2943回　26.3.11　晴れ　
�点鐘：鹿野俊介会長
�司会：小坂元治君
�Song：「我等の生業」、「花は咲く」
�ビジターズ：恒岡弘二・箱林正紀（上野東）の２君。
�ゲスト：龍谷大学名誉教授　戸上宗賢氏
�出席報告：①本日の出席率　91.67％　欠席者＝市川、
山下、中森の３君。②前々回の修正　94.73％　メーク
アップ=榊原（クリーンウォーキング）の１君。
�会長報告：＊田山さんのご冥福をお祈りいたします。
＊３年前に大震災が起きましたが、いまだに復興が進
んでいない。自分達がいかに幸せか感謝している。＊
ソチのパラリンピックではメダル獲得ラッシュで嬉し
く思う。
�幹事報告：＊来週合同例会（時間・場所変更）出欠
確認。＊春の親睦家族会出欠確認。＊3/21少年野球教
室開催。＊3/8桜の植樹会参加（丸山君）。
�ロータリーの友読みどころ：中村君。
�委員会報告：＊岡本新世代委員長より　3/21野球教
室８チーム122名。（雨天は勤労体育館）。12：30〜コーチ、
監督など指導者との懇談会を行います。10：00から準
備よろしくお願いします。
�ニコBOX：戸上（上野東）（本日は、卓話にお招き下さ
り恐縮です。よろしくお願いします）、恒岡弘二（上野東）

（本日もよろしくお願いします）、鹿野（戸上宗賢さんよ
うこそお越しくださいました。本日は卓話よろしくお
願い致します）、吉岡（戸上様・箱林様・恒岡様ようこ
そお越しくださいました）の各君。

上野ロータリークラブ　　例　会　記　録

�卓話：龍谷大学名誉教授　戸上宗賢氏
　　　　「身近にある仏教起源の言葉」

第2944回　26.3.20　雨
�点鐘：鹿野俊介会長
�司会：小坂元治君
�Song：「君が代」、「四つのテスト」
�ビジターズ：なし
�ゲスト：新日本フィルハーモニー交響楽団メンバー
吉鶴洋一氏、渡辺玲雄氏
�出席報告：①本日の出席率　85.29％　欠席者=市川、
木津、宮田、西山、本城の５君。②前々回の修正　
97.3％　メークアップ=福増・岡本（名張）、中村（会長
エレクト研修セミナー）の３君。
�会長報告：＊天候について。＊親睦合同ゴルフにつ
いて。
�幹事報告：＊明日21日少年野球教室の準備、10時集
合です。
�委員会報告：なし
�ニコBOX：子日・鈴木（上野東）（上野RCの皆様本日
の合同例会よろしくお願いします）、中井（上野東）（上
野RCの皆様ようこそお越し下さいました）、戸上（上野
東）（先日はお世話になりました。大変有難うございま
した）、鹿野（早退のお詫び）の各君。
�卓話：合同例会
　　　　新日本フィルハーモニー交響楽団メンバー　
　　　　吉鶴洋一氏、渡辺玲雄氏　「ミニコンサート」

第2945回　26.3.25　曇
�点鐘：鹿野俊介会長
�司会：小坂元治君
�Song：「それでこそロータリー」、「若者たち」
�ビジターズ：なし
�ゲスト：伊賀上野ケーブルテレビ㈱制作部リーダー
山下典子氏
�出席報告：①本日の出席率　88.89％　欠席者=別所、
鉃﨑、山口、西山の４君。②前々回の修正　94.44％　
メークアップ=市川（名張中央）の１君。
�会長報告：＊いよいよ４月１日より消費税が上がり
ます。物価高の上に消費税アップ。買い急ぎや、買い
貯めはいかがなものか。世界の安定が景気回復に直結
する。＊山下様の卓話楽しみにしてます。
�幹事報告：＊3/21少年野球教室無事終わりました。
＊4/1上野・上野東会長、幹事懇談会。＊4/8家族会京
都へ行きます。
�委員会報告：＊山下クラブ管理委員長より　4/8家族
会メンバー 27名、家族13名の予定。4月1日に会費4,000
円集めます。＊岡本新世代委員長より　3/21　野球教
室８チームが参加（５年前は12チーム参加）少子化で運
営が難しいとの話あり。
�ニコBOX：鹿野・榊原・小坂（山下さん卓話よろしく
お願いします）、岡本（雪降る中、野球教室有難うござ
いました）、本城・宮田（先週合同例会欠席のお詫び）、
市川（ホーム例会２周欠席のお詫び）の各君。
�卓話：伊賀上野ケーブルテレビ㈱制作部リーダー　
　　　　山下典子氏「言葉の伝え方」


