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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

　2014 ～ 2015年度国際ロータリー第2630地区の地区大会が10月18日（土）と19日（日）に岐阜グ

ランドホテルで開催されました。ホストクラブは石垣ガバナー所属の多治見西ロータリークラ

ブで、参加83クラブ、登録者数1,564人でありました。

　初日は大会本会議と国際ロータリー研修リーダーの小船井修一氏による「シェルドンから学

ぶロータリーの活性化」の基調講演が行われました。その後RI会長代理歓迎夕食会が行われ、

約240人のロータリアンが参加し、盛大にとりおこなわれました。２日目は本会議と大会決議

とJR東海㈱代表取締役名誉会長の葛西敬之氏による「リーダー論」の記念講演が行われました。

その後大昼食会があり、２日間にわたる地区大会が無事終了しました。

　所感としましては、卓話でもお話しした基調講演での職業奉仕の原点となったシェルドン哲

学とダーウィンの適者生存の法則による、「最もよく奉仕する者、最も多く報いられる」、そし

て「最も変化できるものが生き残れるということ」が、仕事だけでなくこれからのロータリー

クラブの生き残りに必要なことではないかと強く心に響きました。

　２日間通して泊まりで参加させていただき、ロータリーについてよい経験と勉強をさせてい

ただきました。本当にありがとうございました。

国際ロータリー第2630地区地区大会に参加して
幹事　小坂　元治



11月例会の一コマ

▲卓話　小坂幹事「地区大会報告」（11/4） ▲卓話　Ｒ財団支援活動小委員長　木津君（11/11）

▲上野高校インターアクト顧問　浜田寛昭先生（11/18） ▲インターアクター　今中美琴さん（11/18） ▲インターアクター　中博美さん（11/18）

▲ギア倶楽部11月優勝　井本君（11/25） ▲卓話　伊賀市産業振興部中心市街地推進課
　　　　課長　堀 久仁寿氏（11/25）

▲向かって右から　中村会長、堀氏、藤森氏（11/25）
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２日　11：30　第６回定例理事役員会
　　　12：30　例会（2976）　年次総会
　　　　　　 会員卓話　土居義人君
　　　13：40　第１回次年度理事予定者会議
９日　12：30　例会（2977）
　　　　　　 卓話　上野税務署長　城山浩一氏
18日　18：00　夜間例会（2978）
　　　　　　 上野・上野東合同例会　　　　　
　　　　　　 担当　上野東ロータリークラブ
　　　　　　 於　上野フレックスホテル
23日　　　　 法定休会
30日　　　　 公認休会

12月クラブ行事予定

◎ギア倶楽部12月例会
　上野・上野東合同ゴルフコンペ	 	 	
12月18日（木）　

	
◎12月生まれの会員
　６日　榊原　成人君　13日　空森　栄幸君
　17日　中村　晶宣君　28日　上田　泰生君
　25日　川崎喜代美さん

〔告　　知　　板〕
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　11月３日（文化の日）の祝日、津市三重県総
合文化センターにて平成26年度インターアクト協
議会が少し肌寒い中、開催されました。セント
ヨゼフ女子学園・田中優衣会長の若さあふれる
元気な点鐘で開会しました。
　先ず国歌斉唱に続き、インターアクトの歌を
ホストクラブ久居RCを含め11クラブ、ホスト校
セントヨゼフ女子高校を含む11校総勢260名で
の大合唱後、伊達パストガバナー、田山ガバナー
補佐の挨拶、来賓の方々のお祝いの言葉を頂き、
ホスト校であるセントヨゼフ女子学園のインター
アクトクラブ員による国内外でのボランティア活
動の報告、台湾留学生からの来日してからの日
本でのすばらしい文化日本人のやさしさ等々が
発表されました。午前の部、終盤には合唱部に
よるすばらしい歌声を聞かせて頂きました。そ
して昼食を挟む90分間は交流ゲームといった５
色に分かれたネームホルダー～同じ色を持った
メンバーに名前を書いてもらうという簡単なゲー
ムながら、老若男女が僅か一言の会話なので

すが、気持ちが通じ合える楽しい時間を過ごせ
たのではないかと思いました。午後の部では、
全員で隣接された資料博物館で三重県の文化
や過去の出来事を学ぶ事が出来ました。午後
３時青少年奉仕部門の土井アドバイザーによる
お褒めの講評を頂き、田中優衣会長の点鐘で
閉会となりました。参加された上野高校の生徒
の皆様及び担当教師様、ロータリーのメンバー
の皆様お疲れ様でした。

三重県インターアクト協議会
インターアクト委員　宮田　真吾　

上野RCギア倶楽部11月例会成績表
2014年11月13日（木）　於：ジャパンクラシックカントリー倶楽部

RANK NAME OUT IN GROS H.C 次回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

42
45
44
43
49
48
50
53
55
53
59
60

47
50
49
43
53
54
58
56
58
57
56
56

89
95
93
86
102
102
108
109
113
110
115
116

21
18
16
5
21
16
19
19
22
14
17
15

12
14
14

68
77
77
81
81
86
89
90
91
96
98
101

井本　治見
廣澤　浩一
稲濱　健夫
余野部　猛
山下　雅一
澤野　周勇
別所　泰広
鉃﨑　　薫
榊原　成人
桃井　房夫
山本　禎昭
神戸　安男

ニアピン　鉃﨑、廣澤（２回）、余野部
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第2972回　26.11.4　晴れ
�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：恒岡、宮田、葛原（上野東）の３君。
�ゲスト：なし
�出席報告：①本日の出席率　97.05％　欠席者=別所
の１君。②前々回の修正　100％　メークアップ=上田・
土居（地区大会）の２君。
�誕生日祝い：山出、本城、福増、小坂の４君。
�会長報告：＊本日の小坂幹事の卓話について。＊上
田泰生君の休会について。＊会員増強について。＊
11/1 伊賀市市制施行10周年記念式典の出席報告。＊夏
はクールビズ、冬はウォームビズについて。
�幹事報告：＊指名委員会について。次期副会長に別
所泰広君。＊11/8の地区ロータリー財団研修セミナー
に木津君が参加予定。＊第５回中・高年齢者健康促進
教室について（12/8開催）。＊三重県インターアクト協
議会に福増君と宮田君出席（11/3）。＊12/18の上野・上
野東合同例会（上野東担当）について。＊第10回伊賀市
柔道大会の協賛について。＊上田泰生君休会について。
＊第68回芭蕉祭に中村会長出席。＊10/17 中勢・伊賀
グループ秋季はぐるま会、上野クラブ優勝。＊11/1 伊
賀市市制施行10周年記念式典、中村会長出席。＊11月
例会予定について。＊ロータリーレート11月106円。＊
10/18・19に開催されました地区大会出席。
�委員会報告：なし
�ニコBOX：葛原・宮田・恒岡（上野東）（お世話になり
ます）、本城（今年は70歳の誕生日、記念する年です）、
小坂・福増（誕生日を自祝して）、山出（誕生日を自祝して。
前々回の修正出席率100％有難うございます）、山本（早
退のお詫び）の各君。
�卓話：会員卓話　小坂元治君「地区大会の報告」

第2973回　26.11.11　晴れ
�点鐘：中村晶宣会長
�司会：岡本邦裕君
�Song：「我等の生業」、「旅愁」
�ビジターズ：重藤（名張中央）、松本（上野東）の２君。
�ゲスト：なし
�出席報告：①本日の出席率　90.62％　欠席者=宮田・
土居・別所の３君。②前々回の修正　94.11％　メーク
アップ=山下・山口（地区大会）の２君。
�会長報告：＊伊賀百筆、小説「熊坂長範」からばく
ち打ちの始まりの話。
�幹事報告：＊津ロータリークラブから赤十字点訳奉
仕団への協力金お礼の件。＊例会変更。
�委員会報告：山本職業奉仕・社会奉仕委員長より　
環境市民会議12/6クリーンウォーキングの案内につい
て。第５回健康増進教室と講演会の案内（12/8）
�ニコBOX：重藤（名張中央）（お世話になります）、松
本（上野東）（お世話になります）の２君。
�卓話：木津龍平君「ロータリー財団研修セミナーに
ついて」

上野ロータリークラブ　　例　会　記　録

第2974回　26.11.18　晴れ
�点鐘：中村晶宣会長
�司会：岡本邦裕君
�Song：「日も風も星も」、「大阪ラプソディー」
�ビジターズ：中尾（上野東）の１君。
�ゲスト：上野高校インターアクトクラブ顧問教師　
浜田寛昭先生。インターアクター　今中美琴さん、中
博美さん。
�出席報告：①本日の出席率　91.66％　欠席者=山下、
本城の２君。②前々回の修正　97.05％　メークアップ=
なし。
�会長報告：＊早いもので、会長になって４ケ月、会長エ
レクト時代に創立60周年記念式典の懇親会で「白波５人
男」をしましたが、良い思い出です。後、半年余りですが
よろしくお願いします。＊芭蕉祭に初めて参加致しました。
�幹事報告：＊ひまわり作業所からのバザーのお礼状
が来ています。＊例会変更。
�委員会報告：なし
�ニコBOX：中尾（上野東）（メイクアップよろしくお
願いします）、中村・小坂・福増（上野高校インターア
クトクラブの皆様ようこそお越し下さいました。三重
県インターアクト協議会の報告よろしくお願いしま
す）、木津（ロータリー財団、御寄附よろしくお願い申
し上げます）井本（ギア倶楽部、11月例会優勝を自祝
して）、福田・神戸（早退のお詫び）の各君。
�卓話：上野高校インターアクトクラブ顧問教師　浜田寛
昭先生。インターアクター　今中美琴さん、中博美さん。
「三重県インターアクト協議会の報告」

第2975回　26.11.25　雨
�点鐘：中村晶宣会長
�司会：岡本邦裕君
�Song：「それでこそロータリー」、「シクラメンのかほり」
�ビジターズ：宮田・長谷川（上野東）、辻（名張中央）
の３君。
�ゲスト：伊賀市産業振興部	中心市街地推進課	課長　
堀	久仁寿氏、藤森	大輔氏。
�出席報告：①本日の出席率　83.33％　欠席者=山下、
山口、別所、土居、宮田の５君。②前々回の修正　
96.87％　メークアップ=土居（上野東）、宮田（インター
アクト協議会）の２君。
�会長報告：＊衆議院の解散について。＊高倉健の悲
報について。＊本日、突然の卓話依頼のお礼。
�幹事報告：＊本日の卓話について。＊第10回伊賀市
柔道大会協賛のお礼。＊例会変更。
�委員会報告：ギア倶楽部から　11月例会優勝　井本
君。
�ニコBOX：宮田（上野東）（お世話になります）、長谷
川（上野東）（お邪魔します）、辻（名張中央）（お世話にな
ります）、中村（堀さん突然の卓話依頼申し訳ありませ
んでした。よろしくお願いします）、小坂・石橋（堀さん、
藤森さんようこそ、本日の卓話よろしくお願いします）、
町野（早退のお詫び）の各君。
�卓話：伊賀市産業振興部	中心市街地推進課	課長　堀	久仁寿氏
「うえのまち」を生かす暮らしと賑わいのまちづくり


