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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10日ガバナー公式訪問・上野・上野東ロータリークラブ合同例会が行われました。岡田

ガバナー・飯田アシスタントガバナー・加藤地区幹事・各クラブの地区委員の方が出席され、

岡田ガバナーの卓話を拝聴させて頂きました。

　本年度のテーマロゴマークですが、ＲＩ会長の母国が真ん中に作成されると、アジアが中心

になり、日本が映りますが、米国を意識して作成したようです。国際協議会では、色々な会議

が６日間行われます。全体会議では、500数名が世界から出席されているようです。女性のガ

バナーエレクトが出席される時、日本のご主人は同行されますか？　諸外国では、当然の如く

同行しているようです。その他にロータリー財団の支援・ポリオ撲滅・青少年の育成・増強等

の貴重な体験談等々を拝聴させて頂き、有難うございました。

（合同例会は、大変欠席者が多く、速記者が事前に選出されてなかったため、皆さんにお聴き

しながら記事を作成致しましたので、不明慮な点が多々あると思います。ご容赦願います。）

ガバナー公式訪問
上野・上野東ロータリークラブ合同例会

会長　鉃﨑　薫
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６日　11：00　第４回定例理事役員会
　　　12：30　例会（3015）　クラブの日
　　　　　　 新会員卓話　磯山喜広君

13日　12：30　例会（3016）
　　　　　　 卓話　みずほ証券投資情報部
　　　　　　 シニアストラテジスト　大塚徹氏

20日　12：30　公認休会

27日　12：30　例会（3017）
　　　　　　 卓話　歴代最古参会長
　　　　　　 澤野周勇君　「趣味あれこれ」

10月クラブ行事予定

９月例会の一コマ

◎ギア倶楽部10月例会
　10月15日（木）　富士スタジアムカントリー

倶楽部

◎10月生まれの会員
　12日　中坂　實宏君

〔告　　知　　板〕

▲卓話　上野点字図書館　副館長　松田昌子氏（9/15）

▲ギア倶楽部８月例会優勝　廣澤君（9/1）

▲卓話　JA伊賀北部　専務理事　北川俊一氏（9/29）

▲新会員卓話　川向啓造君（9/1）
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　９月４日東京にて第13回日韓親善会議が開
催され、地区委員として参加しました。日韓
会議は1981-82年度RI会長スタンレー・Ｅ・
マキャフリー氏の呼びかけで始まり途中中断
はありましたが、２年に一度日韓交互に開催
され、本年13回目を迎えました。1500名近く
が参加し、来賓として柳興洙駐日大韓民国特
命全権大使、李東建元RI会長、田中作次元
RI会長などを迎え、日韓の親善と来年のRI
ソウル国際大会への参加を話されました。基
調講演として山際寿一京都大学総長が「人間
社会の由来とコミュニケーションの進化」と
題して人はどう進化し、現在の家族のあり方、
インターネットと個食の時代など、ユーモア
を交えながら話されました。
　晩餐会では、田辺靖雄・九重佑三子夫婦の
トークショーがあり、その最後に田辺氏の
ロータリークラブ入会が発表され、大いに盛
り上がりました。
　また、日韓会議に先立ち、インターアクト
で交流のある韓国3600地区と2630地区の昼食
会も開かれ、来年こそ交換派遣事業を成功さ
せましょうと話し合いました。また、来年の
RIソウル国際大会の時には3600地区のメン
バーが2630地区メンバーをお迎えするのでど
うぞ参加して下さいとの要請がありました。

第13回日韓親善会議
地区インターアクト小委員長　榊原　成人　

上野RCギア倶楽部９月例会成績表
2015年９月13日（日）　於：霞ゴルフ倶楽部
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小坂　元治

澤野　周勇

本城　　髙

今岡　睦之

桃井　房夫

山下　雅一

磯山　善広

空森　栄幸

丸山　統正

伊藤　康彦

廣澤　浩一

井本　治見
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第3011回　27.9.1　曇
�点鐘：鉃﨑薫会長
�司会：中森良文君
�Song：「君が代」、「奉仕の理想」
�ビジターズ：宮田・長谷川・西（上野東）の３君。
�ゲスト：なし
�出席報告：①本日の出席率　97.14％　欠席者=宮田
の１君。②前々回の修正　97.14％　メークアップ=榊
原（関）、福増・宮田・神戸・市川（亀山）の５君。
�誕生日祝い：廣澤・伊藤の２君。
�会長報告：＊地区幹事３名　理事会で承認されました。

（地区会計長　山口君、地区幹事　稲浜君・小坂君）、
IM実行委員長　山下君。
�幹事報告：＊理事役員会の報告。＊IM・地区大会の
開催について。＊次週は9/10（木）で、ガバナー公式訪
問合同例会。＊コピー機を買い替えます。明日事務所
に搬入。＊芭蕉祭の協賛について（30,000円）。＊ロータ
リーレート９月１ドル124円。＊関西本線電化の会費に
ついて（5,000円）。＊次週は公認休会になります。
�委員会報告：ギア倶楽部８月例会　廣澤君優勝
�商工会議所木津会頭より：伊賀上野観光ガイドブック
について。
�ニコBOX：宮田・長谷川（上野東）（本日は大変お世話
になります）、西（上野東）（久しぶりです）、川向（本日、
初めての卓話です。よろしくお願いします）、廣澤（お誕生
を自祝して、ギア倶楽部優勝を自祝して）、伊藤（お誕生を
自祝して）、稲浜（早退のお詫び。川向君の卓話聞けなく
てすみません）、市川（早退のお詫び。川向君本日の卓話
頑張ってください）、山本（早退のお詫び）の各君。
�ロータリーの友の読みどころ：左橋君
�卓話：新会員卓話　川向啓造君

第3012回　27.9.10　曇　於上野フレックスホテル
�点鐘：鉃﨑薫会長
�司会：中森良文君
�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　岡田信春氏。第2630
地区ガバナーノミニー　田山雅敏氏。中勢・伊賀グルー
プガバナー補佐　飯田勉氏。第2630地区 地区幹事　加
藤保行氏。
�出席報告：①本日の出席率　71.27％　欠席者=別所・
福増・本城・堀川・磯山・小坂・山本・鹿野・川向の９君。
②前々回の修正　97.14％　メークアップ=別所（亀山）の１
君。
�会長報告：＊本日は岡田ガバナー様ようこそお越しくだ
さいました。又、上野東ロータリークラブの皆様、会場設
営有難うございます。本日はよろしくお願いいたします。
�幹事報告：なし
�委員会報告：なし
�ニコBOX：鉃﨑（岡田ガバナーようこそお越しいただ
き有難うございます。上野東RCの皆さん設営有難うご
ざいます）、榊原（岡田ガバナーようこそお越しいただ
き有難うございます。上野・上野東RCの皆さん、イン
ターアクトで交流のある韓国3600地区の方々より、来
年５月28日からのソウルRI国際大会に来て下さいとの
伝言をいただきました。詳しくはガバナーよろしくお
願いします）、堀川（岡田ガバナーようこそお越しいた

上野ロータリークラブ　　例　会　記　録

だき有難うございます。当方本日、出張につき欠席致
します。あしからず・・）、市川（岡田ガバナーようこ
そお越しいただき有難うございます。地区役員の皆様、
本年のご活躍を祈念申し上げますとともに、ご指導、
ご援助よろしくお願い申し上げます）、木津（岡田ガバ
ナー伊賀上野へお越しいただき有難うございます）、（早
退のお詫び）の各君。
�卓話：第2630地区ガバナー　岡田信春氏

第3013回　27.9.15　晴
�点鐘：鉃﨑薫会長
�司会：中森良文君
�Song：「日も風も星も」、「また逢う日まで」
�ビジターズ：長谷川（上野東）の１君。
�ゲスト：上野点字図書館 副館長　松田昌子氏
�出席報告：①本日の出席率　97.05％　欠席者=稲浜、
宮田の２君。②前々回の修正　100％　メークアップ=
宮田（名張中央）の１君。
�会長報告：＊岡田ガバナー公式訪問合同例会につい
て。＊ロータリアンの満足度向上について。
�幹事報告：＊9/26中勢・伊賀グループIM（サンピア
10：30出発予定）。＊11/21〜22地区大会開催。＊国際
交流協会より行事案内。＊例会変更。
�委員会報告：＊前年度広報委員会より原稿依頼。＊日
韓親善会議報告（榊原）。
�ニコBOX：長谷川（上野東）（お世話になります）、鉃
﨑（松田副館長、本日の卓話よろしくお願いします）、
小坂（松田様、ようこそおいで下さいました。卓話よろ
しくお願いします。前回合同例会欠席のお詫び）、山本

（素敵な女性が長男、有摩の嫁になってくれました。前
回欠席のお詫び）の各君。
�卓話：上野点字図書館 副館長　松田昌子氏

第3014回　27.9.29　晴
�点鐘：鉃﨑薫会長
�司会：中森良文君
�Song：「それでこそロータリー」、「学生時代」
�ビジターズ：三谷（上野東）の１君。
�ゲスト：JA伊賀北部専務理事　北川俊一氏
�出席報告：①本日の出席率　76.47％　欠席者=別所、
澤野、中村、川向、磯山、神戸、市川、稲浜の8君。②前々
回の修正　93.54％　メークアップ=山本・堀川（上野東）、
別所・小坂（亀山）、鹿野・福増（名張中央）の６君。
�会長報告：＊最近のロータリー活動、合同例会やIM（来
年は上野が主催です）。＊安保法案決議。VWディーゼル
問題。＊マイナンバー制度が10月の初めより実施。＊国勢
調査が行われている。＊一昨日は中秋の名月でした。
�幹事報告：9/26IM出席。充実したIMでした。次年度
は、山下I.M実行委員長のもと成功するように頑張りた
いです。＊11/21・22の地区大会の出欠確認。＊例会変更。
�委員会報告：なし
�ニコBOX：三谷（上野東）（お世話になります）、鉃﨑・
小坂・山出・鹿野・井本（北川専務理事、ようこそお越
しくださいました。本日の卓話よろしくお願いします）、
山口（早退のお詫び）の各君。
�卓話：JA伊賀北部専務理事　北川俊一氏
　　　　「JAの事業内容について」


