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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

　9月9日に第2630地区ガバナー石垣智康氏、中勢・伊賀グループガバナー補佐田山雅敏氏、第

2630地区地区幹事水野正信氏、第2630地区青少年育成小委員出後秀雄氏をお招きして、ガバナー

公式訪問・合同例会が開催されました。

　石垣ガバナーが卓話で田中作次元ＲＩ会長の講演｢ロータリーの魅力について｣に耳を傾け

て、アイディアを吸収し、増強を図り、ロータリーに活力を。ご承知のように、増強はこの年

度も地区の重点目標としているところです。会員増強に一人一人が取り組むことと、いかに各

クラブでロータリーの魅力を高める努力を重ね、クラブの基盤をしっかりしたものにすること

が、増強への努力に二つのステップが必要なことが分かりました。仲間の結束が強いクラブは

別として、増強には傍観者的態度をとっている人が見られますので、クラブ会長、幹事、増強

委員の皆様にリーダーシップを発揮してもらい、会員全員でこの問題に取り組んでいく、とい

う共通の認識を持つことが必要です。その他例会出席について、ガバナーの研修について、地

区のスローガン、ポリオ撲滅等について拝聴いたしました。

ガバナー公式訪問上野・上野東合同例会（上野担当）
広報委員長　中森　良文



７日　11：00　第４回定例理事役員会
　　　12：30　例会（2969）
　　　　　　 卓話　地区職業奉仕部門委員長　

岩田勝美氏（羽島ＲＣ）

14日　12：30　例会（2970）
　　　　　　 卓話　伊賀市産業振興部観光戦略課 課長

小林康志氏 

21日　12：30　公認休会

28日　12：30　例会（2971）
　　　　　　 卓話　米山奨学金支援活動担当

今岡睦之君

10月クラブ行事予定

９月例会の一コマ

◎2014 ～ 15年度国際ロータリー 2630地区　地区大会
　10月18日（土）・19日（日）
　「岐阜グランドホテル」

◎ギア倶楽部10月例会
　中勢・伊賀グループ秋季はぐるま会
　10月17日（金）　名張サウスカントリー倶楽部

◎10月生まれの会員
　12日　中坂　實宏君

〔告　　知　　板〕

▲ギア倶楽部８月例会優勝
余野部君（9/16）

▲（一社）伊賀青年会議所 理事長　南出氏、直前理事長　野口氏、次年度理事長　上田氏（9/2）

▲（一社）伊賀法人会青年部、部会長　木宮氏、副会長　奥谷氏、副会長　谷氏（9/16）

▲上野商工会議所青年部　会長　辻氏、副会長　山森氏、副会長　松本氏（9/30）
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　本日は、若者定住施策の重要な施策である
産業についてのお話をしたい。その前に、現
在の伊賀市の産業構造について概要を説明。
　統計資料では、製造業事業所に勤務されて
いる方が全産業の35パーセント強、卸・小売
業に従事されている方が11パーセント強と
なっており、この２つで約半数を占めている
ことがわかる。この２つに次いで、医療･福
祉関連で８パーセント、農林業で５パーセン
トとなっている。工業製造品の出荷額では、
全国の813自治体中102位、卸・小売販売額で
は、315位となっており、伊賀市においては、
工業関連による税収が大きなウエイトをしめ
ている。ちなみに、ゆめが丘の産業用地にお
ける平成25年度の税収割合は、法人市民税で
17.3パーセント、個人市民税で6.4パーセント、
固定資産税で７パーセントとなっている。工
業立地による税収効果についてはお分かりか
と思うが、それとは別に雇用機会の増大とい
う効果も非常に大きい。
　雇用機会が増大することにより、若者の定
着率も上昇することは、以前から言われてい
るが、雇用のミスマッチが顕著化しており、
若者のニーズに合った企業の誘致が重要な時
代となっている。人口減少社会の中で、地方
都市においては、人口確保に向けた都市間競
争が既に始まっており、伊賀市においても、
早急に産業誘致の充実をはじめ、伊賀市の特
色を活かしたまちづくりを進めていかねば、
将来的に伊賀市の消滅もあることを認識しな
ければならない時代となっている。

　９月は新世代に目を向ける月間です
　RI会長は、「新世代を応援することは、自
分たちを応援すること」と、言われておりま
すように、ロータリーの将来を担ってゆく新
世代を養成する必要があります。そのために
も、当クラブでは、青少年の安全を最優先に
考え、地域社会のリーダーが連携して心身と

もに健康な青少年育成のための施策として、
少年野球教室やインターアクトを通してのボ
ランティア活動や国際交流を行ってまいります。
　2014年のインターアクト年次大会は、残念
ながら台風のために中止となりましたが、三
重県インターアクト協議会や、ポリオ撲滅街
頭募金活動に多くの方の参加呼びかけを行
い、１人でも多くの青少年に理解と行動を起
こすきっかけになればと考えています。
　会員の方の御理解と御協力をよろしくお願
いいたします。

現在の伊賀市の産業構造について
伊賀市 産業振興部 商工労働課 課長　東　弘久　

新世代のための月間
国際奉仕・青少年奉仕委員長　福増久史　

上野RCギア倶楽部９月例会成績表
2014年９月11日（木）　於：富士スタジアムゴルフ倶楽部

RANK NAME OUT IN GROS H.C 修正HCNET

優勝
２位
３位
４位
５位
６位
７位
８位
９位
10位
11位
12位

45
42
47
52
55
48
44
52
56
52
50
52

44
42
48
44
46
49
48
54
50
52
58
56

89
84
95
98

101
97
92

106
106
104
108
108

14
6
16
16
21
16
9
21
17
15
18
17

10
5
14

75
78
79
80
80
81
83
85
89
89
90
91

本城　　髙
余野部　猛
桃井　房夫
澤野　周勇
山下　雅一
今岡　睦之
山口　　隆
井本　治見
福田　豊治
神戸　安男
廣澤　浩一
山本　禎昭
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第2965回　26.9.2　晴
�点鐘：中村晶宣会長
�司会：岡本邦裕君
�Song：「君が代」、「奉仕の理想」
�ビジターズ：葛原、武岡、長谷川（上野東）の３君。
�ゲスト：（一社）伊賀青年会議所　理事長　南出政彦君・
直前理事長　野口徹君・次年度理事長　上田功介君
�出席報告：①本日の出席率　87.87％　欠席者=別所・
福増・土居・丸山の４君。②前々回の修正　91.17％　メー
クアップ=丸山（四日市西）、福増（亀山）の２君。
�誕生日祝い：廣澤・土居の２君。
�ロータリーの友読みどころ：本城君。
�会長報告：＊防災の日について。世界で一番災害の
少ない国はイギリス。
�幹事報告：＊IM登録について（19名登録）。＊地区大
会について（10月18・19日）日帰りで計画。＊ガバナー公式
訪問（クールビズで上着は着用のこと）。＊クールビズにつ
いて10月31日まで。＊ロータリーレート９月は１ドル102円。
�委員会報告：なし
�ニコBOX：葛原・長谷川・武岡（上野東）（お世話にな
ります。お邪魔します）、中村・小坂・山本（青年会議
所の南出理事長、野口直前理事長、上田次年度理事長、
ようこそ、本日はよろしくお願いします）、鹿野（南出
理事長をはじめJCの皆様本日はようこそお越し下さい
ました。本日の卓話よろしくお願いします）、稲浜（南
出理事長ようこそお越し下さいました。卓話楽しみに
してます。堅苦しい話はなしね）、廣澤（誕生日を自祝
して）、木津（早退のお詫び）の各君。
�卓話：（一社）伊賀青年会議所　南出政彦君・野口徹君・
上田功介君「創立55周年に伴う事業紹介」

ガバナー公式訪問上野・上野東合同例会
第2966回　26.9.9　晴
�点鐘：中村晶宣会長
�司会：岡本邦裕君
�Song：「君が代」、「奉仕の理想」
�ビジターズ：なし
�ゲスト：＊第2630地区ガバナー石垣智康氏。＊中勢・
伊賀グループガバナー補佐　田山雅敏氏。＊第2630地
区地区幹事　水野正信氏。＊第2630地区青少年育成小
委員　出後秀雄氏。
�出席報告：①本日の出席率　97.22％　欠席者=別所
の１君。②前々回の修正　91.42％　メークアップ=丸山・
市川（久居）の２君。
�会長報告：＊ガバナー公式訪問、本日はよろしくお
願いします。
�幹事報告：なし
�委員会報告：なし
�ニコBOX：石垣ガバナー・水野地区幹事（本日はお世
話になります）、田山アシスタントガバナー（石垣ガバナー
をお迎えして。上野クラブ様お世話になります）、中井・中
里（上野東）（ガバナー公式訪問お世話になります。会場準
備有難うございます）、宮田（上野東）（９月27日のIMには
多数ご登録を頂き誠に有難うございます。当日よろしくお
願い致します）、中村・小坂・山下（石垣ガバナー、水野
地区幹事　本日はよろしくお願い致します）、山下（石垣ガ
バナー、ようこそおいで下さいました）鹿野（石垣ガバナー、
水野地区幹事　本日はようこそお越し下さいました。よろ
しくお願い致します。上野東クラブの皆様ごゆっくりお過
ごし下さい）、丸山（本日退院しました。ご心配をおかけし
ました。ホームクラブ３回連続欠席のお詫び）、市川（伊
賀市消防団が去年の台風18号の水防出勤の功労により、
明日、首相公邸において内閣総理大臣から表彰を受ける

上野ロータリークラブ　　例　会　記　録

ことになり、行ってまいります）、土居（誕生日を自祝して）、
余野部（ギア倶楽部８月例会優勝を自祝して）の各君。
�卓話：第2630地区ガバナー　石垣智康氏

第2967回　26.9.16　晴
�点鐘：中村晶宣会長
�司会：岡本邦裕君
�Song：「日も風も星も」、「星降る街角」
�ビジターズ：恒岡弘二・葛原・伊藤（上野東）の３君。
�ゲスト：（一社）伊賀法人会青年部　部会長　木宮康
介氏、奥谷和久氏、谷武尚氏。
�出席報告：①本日の出席率　91.66％　欠席者=福増、
別所、木津の３君。②前々回の修正　96.96％　メークアッ
プ=福増（亀山）、別所（上野東）、丸山（久居）の３君。
�会長報告：＊新庁舎問題で、ケーブルテレビの番組を
見ていて議論が少なかったように思えたことが残念でした。
�幹事報告：＊広島豪雨災害義援金の件。＊9/27中勢・
伊賀グループIMの件。＊地区大会の件（追加募集）＊
伊賀市打ち上げ花火協賛の礼状。＊例会変更。
�委員会報告：山本社会奉仕委員長　ひまわり作業所
バザーお願いの件。
�ニコBOX：葛原・恒岡・伊藤（上野東）（お世話になり
ます）、中村・小坂・山口・榊原（伊賀法人会の木宮様、
奥谷様、谷様本日は卓話よろしくお願いします）、山本

（木宮様、奥谷様、谷様本日は卓話よろしくお願いしま
す。例会の雰囲気をよ〜く味わっておいて下さい）、福
田（早退のお詫び）の各君。
�卓話：（一社）伊賀法人会青年部　部会長　木宮康介氏、
奥谷和久氏、谷武尚氏

第2968回　26.9.30　晴
�点鐘：中村晶宣会長
�司会：岡本邦裕君
�Song：「四つのテスト」、「いつでも夢を」
�ビジターズ：なし
�ゲスト：上野商工会議所青年部　会長　辻浩希氏、副
会長　山森悟氏、副会長　松本誠太氏
�出席報告：①本日の出席率　82.35％　欠席者=別所・
神戸・廣澤・鉃﨑・市川・土居の６君。②前々回の修正
100％　メークアップ=別所（上野東）の１君。
�会長報告：＊９月27日、上野東ロータリークラブ主催で、
ＩＭが実施され130名が参加されました。講演は、三重大
学学長の内田淳正氏でした。「130名中、２名だけの女性
では異常な団体ではないか」で講演会がスタート。直立歩
行で、脳の重さが耐えられるようになり、脳が発達。両手
がフリーなところから道具を作ることができるようになっ
た。前半の歴史から、教育、高齢化の話しが進んで行った。
ボランティア、神戸の時がボランティア元年と言われている。
＊高齢化社会、健康寿命について。
�幹事報告：＊IM出席者の方お疲れ様。名札だけ事務
局へ返却して下さい。＊広島災害義援金25,000円集まり、
ガバナー事務所に送金しました。＊ひまわり作業所バ
ザーを10/7・14の例会にご持参下さい。＊クールビズ
10月31日までに。＊例会変更。
�委員会報告：なし
�ニコBOX：中村・小坂・堀川・石橋（上野商工会議所
青年部の辻会長、山森副会長、松本副会長ようこそ、
本日は卓話よろしくお願いします）、本城（９月例会の
ギアクラブ優勝しました）、福増（先週のIM欠席のお詫
び）の各君。
�卓話：上野商工会議所青年部　会長　辻浩希氏、副会
長　山森悟氏、副会長　松本誠太氏


