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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

　創立60周年を越える上野ロータリークラブの会長をお引き受けすることになり、身の引き締

まる思いです。戦後まもなくより、地域の経済成長と社会発展の為に貢献されてきた諸先輩方

に敬意を払い、その思いを継承する為、努力をしていく所存です。60年の歴史と比べ、私はや

っと入会11年目を迎えるに過ぎません。どうか皆様の叱咤激励をお願い申し上げます。

　さて、新年度のRI会長ゲイリー Ｃ.Ｋ. ホァン氏は「ロータリーに輝きを」というテーマで世

界中のクラブに呼びかけをしています。

　同じく第2630地区 ガバナーの石垣智康氏は「耳を傾け、ロータリーに活力を」と呼びかけら

れました。これらの呼びかけに呼応すべく開催されたセミナー・研修会・協議会では様々な意

見が出されました。私にとって斬新なものでした。しかし、すべての取り組み・事業は会員基

盤の増強を意識し、あるいは目的として行われるべきだという点で集約されているようです。

　この１年は会員基盤の増強というテーマに特化して、輝きを目で感じ、多くの会員の意見に

耳を傾けあい、上野ロータリークラブ会員同士では「胸襟を開いて論じ合う」。そのような１年

にできたらいいなと思っています。

　繰り返しますが、会員諸兄のご協力を期待してやみません。

　どうかよろしくお願いします。

2014年〜2015年度
クラブ活動の基本方針

会　長　中村　晶宣
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2014年
７月８日（火）　クラブ協議会
８月９日（土）～10日（日） インターアクト年次大会
９月９日（火）　上野・上野東ガバナー公式訪問
　　　　　　　合同例会
９月27日（土）　中勢・伊賀分区 インターシティ
　　　　　　　ミーティング
10月18日（土）～19日（日）
　　　　　　　国際ロータリー第2630地区大会
12月18日（木）　上野・上野東合同例会
2015年
１月13日（火）　創立記念例会
３月17日（火）　上野・上野東合同例会

2014 〜 15 年度行事
１日　11：00　第１回定例理事・役員会   
　　　12：30　例会　会長年頭挨拶

８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 

15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 

22日　12：30　例会
８日　12：30　収支予算決算報告・定款細則説明

29日　18：30　例会　日　12　　　　　　　　　
　　　　：30　夜間例会 

7 月クラブ行事予定

◎会費納入について
　前期会費　130,000円
　７月15日（第３例会日）に徴収します。
　銀行振替納入の方
　（7月18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27日（日）　岐阜都ホテル
◎７月生まれの会員
　４日　鹿野　俊介君　６日　稲濱　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．中村晶宣会長
　　ｂ．鉃﨑　薫会長エレクト　
　　ｃ．市川隆成副会長
　　ｄ．上田泰生理事
◎例会出席免除申請者について
　中坂實宏君　　福田豊治君　　山森　博君
　左橋佳三君　　余野部猛君　　今岡睦之君 

空森栄幸君　　以上７名
◎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〕

▲中勢・伊賀グループガバナー補佐
奥井明男氏（6/3）

▲ギア倶楽部５月例会優勝
澤野周勇君（6/3）

▲会員卓話　今岡睦之君
（6/3）

▲退会の挨拶　宮崎亮一君
（6/10）

▲卓話　伊賀警察署長
　松本昌章氏（6/10）

▲クラブアッセンブリー
（6/17）

▲クラブアッセンブリー
（6/17）

▲クラブアッセンブリー
（6/17）

6 月例会の一コマ
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　昭和35年に日本でも患者の数が５千人を超
え、かつてない大流行となりましたが、生ワ
クチンの導入で流行はおさまりました。海外
では依然としてパキスタンやアフガニスタン
などの南西アジア、ナイジェリアなどのアフ
リカ諸国で多発しています。
　６月18日水曜日、伊賀白鳳高校と上野高校
インターアクト部の先生、生徒がイオン伊賀
上野店でポリオ撲滅運動に協力して、街頭
募金してくれました。「ポリオ撲滅にご協力
下さい」「お願いします」との生徒達の声に

「がんばってや」「少しでごめんな」と多く
の買物客のみなさんからお声をかけて頂き、
27,107円の募金が集まりました。この募金も
大事なことですが、高校生
が世界に目をむけるきっか
けになればいいなと思いま
した。ロータリーの夜間例
会で集まった29,890円と合
わせて56,997円をＲ財団へ
送金させて頂きました。

ポ リ オ に つ い て
国際奉仕・新世代育成委員長　岡本　邦裕
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１年間の優勝カップ取り切り戦（ダブルペリア）優勝　廣澤　浩一
▲ギア倶楽部６月例会優勝
神戸安男君（6/24）

▲ギア倶楽部　取り切り戦ダブルペリア優勝
廣澤浩一君（6/24）

▲最終夜間例会（6/24）

上野ロータリークラブ ６月例会成績
2014年６月19日（木）於：滋賀ゴルフクラブ
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神戸　安男
稲濱　建夫
桃井　房夫
山下　雅一
山口　　隆
宮田　真吾
余野部　猛
榊原　成人
井本　治見
廣澤　浩一
鉃﨑　　薫
澤野　周勇
福田　豊治
山本　禎昭
上田　泰生
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第2953回　26.6.3　晴
�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：中里・中尾・恒岡（上野東）の３君。
�ゲスト：中勢・伊賀分区　ガバナー補佐　奥井明男氏
�出席報告：①本日の出席率　97.3％　欠席者＝木津の
１君。②前々回の修正　94.59％　メークアップ=山本（ガ
バナー杯野球大会）、堀川（上野東）の２君。
�誕生日祝い：丸山君、神戸君の２君。
�奥井ガバナー補佐：４回目の訪問。地区大会、IM等
１年間のお礼と報告。
�会長報告：＊理事役員会について。＊奥井ガバナー
補佐をお迎えして。＊クールビズについて。＊本日の
会員卓話について。
�幹事報告：＊６月のテーブルの花、なでしこについて。
＊60周年の報告。＊第12回理事会報告。＊クールビズ
について。＊8/9・8/10インターアクト年次大会につい
て。＊6/1伊賀市さくらの会、ロータリークラブ賞につ
いて。＊6/18インターアクトポリオの街頭募金につい
て。＊次年度の出席免除申請について。
�委員会報告：＊60周年実行委員長より　事業会計報
告。＊ギア倶楽部　５月例会　澤野君優勝。
�ロータリーの友読みどころ：岡本君。
�ニコBOX：奥井ガバナー補佐（期末のクラブ訪問にお
伺いしました）、恒岡・中里・中尾（上野東）（お世話に
なります）、鉃﨑（稲濱さん１年間、お花有難う）、丸山・
神戸（誕生日を自祝して）、鹿野・山下・榊原・稲濱（奥
井ガバナー補佐、１年間お疲れさまでした。今後もよ
ろしくお願いします）、廣澤（早退のお詫び、60周年実
行委員会は今回をもって終わらせて頂きます）、別所（早
退のお詫び）の各君。
�卓話：会員卓話　今岡睦之君

第2954回　26.6.10　晴のち曇
�点鐘：鹿野俊介会長
�司会：稲濱建夫君
�Song：「我等の生業」、「知床旅情」
�ビジターズ：恒岡弘二・恒岡光興（上野東）、重藤（名
張中央）の３君。
�ゲスト：オブザーバー　伊賀警察署長　松本昌章氏
�出席報告：①本日の出席率　86.11％　欠席者=山下、
鉃﨑、中森、宮田、土居の５君。②前々回の修正　
91.67％　メークアップ=神戸・木津・市川（上野東）の３君。
�会長報告：＊今年の梅雨、伊賀が雨被害はないが、
降雨が少ない。＊この１年、あっという間でした。＊
介護のアンケート、１人での食事、歩くこととかでき
ますか等、他人事ではないと感じました。
�幹事報告：＊ポリオ募金出欠の案内。6/18　16：00～
17：00。＊次回はクラブアッセンブリー。
�宮崎亮一君退会のご挨拶：1969年８月19日に入会。
最大の思い出は、昭和から平成になった時、時代の悪
化を大きく感じました。1988～89年に会長をさせて頂
きました。
�委員会報告：なし
�ニコBOX：重藤（名張中央）（お世話になります）、恒
岡弘二・恒岡光興（上野東）（お世話になります）、鹿野・
榊原・堀川（松本署長さんようこそお越し下さいました。
本日は卓話よろしくお願いします）、本城・稲濱・福田（早
退のお詫び）の各君。
�卓話：卓話　伊賀警察署長　松本昌章氏

上野ロータリークラブ　　例　会　記　録

第2955回　26.6.17　曇
�点鐘：鹿野俊介会長
�司会：小坂元治君
�Song：「日も風も星も」、「海」
�ビジターズ：なし
�ゲスト：なし
�出席報告：①本日の出席率　86.11％　欠席者=別所、
木津、本城、福増、宮田の５君。②前々回の修正　
100％　メークアップ=木津（上野東）の１君。
�会長報告：＊2953回久々に100％出席で嬉しく思いま
す。出欠連絡をしっかりすると無駄な経費がかからな
いので会員で心がけましょう。今、日本はワールドカッ
プ色だが、他のニュースは殺人等暗いニュースが多い。
その言葉になれてしまう空気が恐い。今日のクラブアッ
センブリーはCLP導入も含めて発表して頂ければと思
います。
�幹事報告：＊来週6/24は最終夜間例会です。＊6/18
はイオン伊賀上野店でポリオ募金。
�委員会報告：60周年実行委員長より　60周年記念誌
発刊になりました。50周年のスタイルに順じて作成し
ました。（ただし表紙は布張りから紙に変更）
�ニコBOX：宮崎（長らくお世話になりました）、廣澤（60
周年記念誌発刊しました。早退のお詫び）、榊原（60周
年記念誌発刊しました）の各君。
�卓話：クラブアッセンブリー

第2956回　26.6.24　雨
�点鐘：鹿野俊介会長
�司会：小坂元治君
�Song：「四つのテスト」、「水色のワルツ」
�ビジターズ：なし
�ゲスト：なし
�出席報告：①本日の出席率　91.67％　欠席者=福増、
市川、今岡の３君。②前々回の修正　88.89％　メーク
アップ=鉃﨑（ポリオ）の１君。
�会長報告：＊１年間を振り返っての報告とお礼。＊
60周年記念事業について。
�幹事報告：＊6/18、ポリオ撲滅街頭募金の報告とロー
タリークラブでも募金箱を回しますのでよろしくお願
いします。
�委員会報告：国際・新世代奉仕委員長　岡本より　
ポリオ募金箱を回しますのでよろしくお願いします。
�ニコBOX：鹿野（今日までの１年間、皆様にご指導、
ご支援、ご鞭撻を頂き大変お世話になり有難うござい
ました）、稲濱（１年間、鹿野会長のもと、幹事を無事
務めさせていただきました。皆様のご協力有難うござ
いました）、小坂（１年間、例会の進行にご協力頂き有
難うございました。60周年では総合司会をさせて頂き、
貴重な経験となりました）、山下（鹿野会長、稲浜幹事、
１年間ご苦労さまでした。クラブ管理委員会の皆様有
難うございました）、山本（１年間有難うございました）、
本城（本年は出席報告で、大変ヘタで失礼しました。
有難うございました）、神戸（最後の最後まで取ってお
いたハンディが功を奏しました）、廣澤（６月のギア倶
楽部カップ取り切り戦でダブルペリア、ハンディに恵
まれ優勝致しました。同伴者に対しお礼）の各君。
�卓話：最終夜間例会（クラブ管理委員会担当）


