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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

第16回　上野ロータリークラブ少年野球教室
国際青少年奉仕委員長　宮田　真吾

　16回目を迎え、恒例となったRC少年野球教室が３月21日（春分の日）穏やかな春晴れの中、
上野運動公園野球場にて開催されました。
　今回も現役時代ゴールデングラブ賞３度受賞された元中日ドラゴンズ彦野利勝さんを中心
に、元捕手でバッテリーコーチを務めた金田　進さん、強打の内野手であった南淵　時高さん、
投手としてプレーした田中　富生さん４人の講師をお迎えし、少年野球6チーム約100名で開催
されました。
　鉃崎会長、野口教育長のご挨拶、そして彦野講師から本イベントの進行にあたり「みなさん
に教えるのはシンプルなことですが、基本が出来ないと将来困る、周りの選手のプレーをよく
見ながら明るく元気に学んでほしい」と激励のお言葉を頂戴しました。前半は内外野、バッテ
リーと４グループに分かれ、肘、腕肩への連動からボールを離す瞬間に力を込める、投球動作
等守備主体の指導をされました。後半は選手全員、講師のトスによる打撃練習を行いました。
　最後には、４人の講師による打撃を全員の前で披露してくれました。元プロの打球に終始歓
喜をあげ、感動しておりました。約２時間の講習の中で怪我もなく終え市川会長エレクトのお
礼の挨拶で無事閉会となりました。今回、野球教室の開催にあたって準備運営に、多大なご協
力をいただきました。
　また、ご参加いただいたロータリアンのみなさまありがとうございました。
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4 月クラブ行事予定 〔告　　知　　板〕

３月例会の一コマ

５日　８：00　例会（3037）　早朝例会
　　　　　　 春の親睦家族会　名古屋方面

12日　11：30　第10回定例理事役員会
　　　12：30　例会（3038）　クラブの日

19日　12：30　例会（3039）
　　　　　　 卓話　上野商工会議所青年部 会長
　　　　　　 　　　松本誠太氏
　　　　　　 第３回次年度理事役員会

26日　12：30　例会（3040）
　　　　　　 卓話　三重県選挙管理委員会 委員長
　　　　　　 　　　宮嵜慶一氏

◎地区協議会
　４月17日㈰　12：00点鐘
　「飛騨・世界生活文化センター」

◎ギア倶楽部　遠征
　４月13日㈬・14日㈭　鳴尾ゴルフ倶楽部

◎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

▲夜間例会（3/29）

▲ギア倶楽部２月優勝　廣澤君（3/1） ▲伊賀法人会青年部　部会長・山本氏、副部会長・山森氏、野口氏（3/8）

▲ギア倶楽部３月例会優勝
本城君（3/29）

上野・上野東合同例会　（3/17）
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　　K.R. “ラビ” ラビンドランRI会長「国際ロー

タリーテーマ」Be a gift to the world、岡田信
春　ガバナー「地区活動方針テーマ」『過去、
現在・今、行動するロータリアン』の内容を中
勢・伊賀グループ関係クラブにお願いすること
を中心に、訪問させていただきましたが、意思
決定組織の簡略化、正確ですばやい情報伝達・
伝承、全員参加という本来のCLPの目的に従っ
て「世界でよいことをしよう」の合言葉のもと、
今年度になって、特に会員増強と維持、財団寄
付の推進、人道的支援事業すなわちポリオ撲滅
への参加と推進、青少年への貢献、ディジタル
化の推進という大きなテーマへの集中的な取り
組みが今年度になって一層強まっております。
地区セミナーの内容もかなり充実しているよう
に思いますが、同時に地区からのトレースも強
くなってきております。
　当グループにおかれましても、 
会員増強と維持：昨年末会員も純増12名を一時

的に実現し、現在純増６名まで
さがりましたが、各クラブともに、
年度末に向けさらなる努力を続
けていただいております。

財団寄付推進：各クラブにおかれて年間５回関連
卓話、地区状況報告の場をもっ
ていただいております。特に、会
員の多いクラブを中心に会費値上
げにより、本会計から目標達成し
ようという動きもみられます。

青少年への貢献：各クラブともに、インターアクトクラ
ブ支援、青少年音楽指導、奨
学生支援、海外中学校支援ロー
タリー財団交換留学生受け入れ
等、活動の幅も広がり、内容も
充実されてきております。

その他、各クラブともクラブの歴史にあわせた様々
な活動内容をお持ちであり、内容の豊富さに加え
活動成果が年々充実されております。 何よりも、
皆様から、心温まるおもてなしをいただき、クラ
ブフォーラム等では、さまざまな気配りをいただき
ました。本当にありがとうございました。
　私事で恐縮ですが、先日、上野東RCでのドリー
ムコンサートに参加させていただきましたが、そこ
で現在上野高校の生徒である親戚の子に出会い
ました。実は地区大会の日、家内の妹が主人を亡
くしました。上野高校の親戚の子というのは、そ
の長女ですが、仏事の際本当にかわいそうな姿し
か見せず心配でしたが、ドリームコンサートでは、
久々に、明るく元気に、みんなと一緒に演奏・合
唱する姿をみせてくれました。田山さん、中井さん
のはからいで特別にサプライズで記念写真をとっ
ていただきました。ドリームコンサートは私にとっ
て一生忘れられない思い出となりました。本当に
感謝しています。
　一方、I.M.では、皆様には大変お世話になり
ました。青少年育成にあたり、国際社会を見据
えて教育に携わっておられる現状、社会に出て
国際企業の一員として日々鍛錬を積まれている
現状に触れていただき、私たちロータリアンが、
どのように青少年教育に関わっていくか、考え
させて頂きました。セントヨセフ女子学園先生・

生徒の皆様、米山学友の魏敏氏、竹腰パストガ
バナーによる非常に贅沢な３本立の講演を実現
させて頂いたばかりか非常に多くの方々にご参
加頂きました。
　その節は本当にありがとうございました。
　次年度に向け、すでに、次期地区チーム研修
セミナー、会長エレクトセミナー（ＰＥＴＳ）
に参加され、田山ガバナーエレクト、中村ＡＧ、
次年度会長は、ロータリーへの貢献に対する心
構えをあらたにされているものと存じます。
　ロータリーの基本理念は不変ですが、ロータ
リーは、地球レベルで国際化のもと変化してお
ります。皆様におかれましては、どうか「みん
なの総意」をもって「心身ともに健康が第一」、

「人生鍛錬鍛錬」の大きく２点に留意された、
クラブ運営を続けていかれることを祈念し、ご
挨拶とさせていただきます。
　ありがとうございました。

飯田ガバナー補佐訪問卓話

ギア倶楽部　３月例会成績
2016年３月17日（木）　於：アリジカントリークラブ
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本城　　髙
廣澤　浩一
稲濱　建夫
井本　治見
澤野　周勇
丸山　統正
山下　雅一
山本　禎昭
山口　　隆
桃井　房夫
鉃﨑　　薫
小坂　元治
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第3032回　28.3.1　曇り
�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：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　96.66％　メークアップ=稲濱（地
区会員増強セミナー）の１君。
�誕生日祝い：左橋・堀川・別所・福田の４君。
�会長挨拶：＊たばこ小売業者に宝くじ販売業が多い
理由。
�幹事報告：＊理事役員会の報告＊ロータリー公開講座 
発達障害についての講演会（2/13）の決算報告。＊春の
家族会（４月５日）の案内。＊少年野球教室（3/21）開催
について。3/21は例会となります。＊ロータリーレー
ト３月１ドル116円。＊上野・上野東合同例会（3/17）
の出欠とります。＊台湾地震義援金箱を回します。ご
協力をお願いします。
�委員会報告：＊社会奉仕委員長より　クリーンウォー
キングの案内。＊国際奉仕委員長より　少年野球教室

（3/21）、の進捗状況と、ロータリアン野球教室（3/21）
参加登録について。＊ギア倶楽部より　２月例会優勝
廣澤君。
�ロータリーの友の読みどころ：左橋君
�ニコBOX：廣澤（ギア倶楽部今期２度目の優勝をさせ
ていただきました。同伴者の澤野さん、磯山さんに感
謝して）、川向（本日、TVに出ました。町の職人さがし
です。良かったらDVDさしあげます）、左橋・堀川（誕
生日を自祝して）、福田（誕生日を自祝して、本日早退
のお詫び）、福増（本日早退と次年度役員会結石のお詫び）
の各君。
�卓話：クラブの日
　次年度ガバナー補佐候補　中村晶宣君
　地区インターアクト小委員長　榊原成人君

第3033回　28.3.8　曇り
�点鐘：鉃﨑薫会長
�司会：中森良文君
�Song：「我等の生業」、「早春賦」
�ビジターズ：長谷川（上野東）の１君。
�ゲスト：＊一般社団法人伊賀法人会青年部　部会長 
山本大介氏。副部会長　山森悟氏、野口徹氏。
�出席報告：①本日の出席率　88.23％　欠席者=堀川・
本城・稲濱・川向の４君。②前々回の修正　100％　メー
クアップ=山本（上野東）の１君。
�会長報告：＊確定申告と税の歴史について。
�幹事報告：＊3/17次回合同例会について。＊9/10の
東日本豪雨災害のお願い。＊例会変更。
�委員会報告：＊クラブ管理委員会より　3/29に春の
親睦家族会の登録料を徴収します。
�ニコBOX：長谷川（上野東）（いつもお世話になりま
す）、鉄崎・小坂 （伊賀法人会青年部の皆様、ようこそ
おいで下さいました。本日、卓話よろしくおねがいし

上野ロータリークラブ　　例　会　記　録

ます）、別所（誕生日を自祝して）の各君。
�卓話：一般社団法人伊賀法人会青年部
　　　　部会長　山本大介氏
　　　　副部会長　山森悟氏、野口徹氏

第3034回　28.3.17　晴　上野・上野東合同例会
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：中勢・伊賀グループガバナー補佐　飯田勉氏。
�出席報告：①本日の出席率　84.84％　欠席者=別所・
木津・福増・川向・榊原の８君。②前々回の修正　
96.66％　メークアップ=別所（名張）の１君。
�会長報告：＊上野東の皆さん設営有難うございます。
�幹事報告：＊次回例会（3/21）少年野球教室について。

（上野運動公園野球場）
�委員会報告：なし
�ニコBOX：鉃崎・小坂（飯田AGようこそおいで下さ
いました。本日よろしくお願いします）、山下・磯山（本
日早退のお詫び）の各君。
�卓話：中勢・伊賀グループガバナー補佐　飯田勉氏
　　　　「2630地区活動状況他」

第3035回　28.3.21　11：30点鐘
少年野球教室　於：上野運動公園野球場

第3036回　28.3.29　晴
�点鐘：鉃﨑薫会長
�司会：中森良文君
�Song：「我等の生業」、「川の流れのように」
�出席報告：①本日の出席率　87.87％　欠席者=榊原、
山下、山口、宮田の４君。②前々回の修正　96.96％　メー
クアップ=木津（クリーンウォーキング）、福増・別所（名
張中央）の３君。
�会長報告：＊野球教室参加のお礼。＊ベルギー自爆
テロの影響。
�幹事報告：＊次回例会は親睦家族会（早朝例会）です。
＊4/12理事役員会です。＊発達障害講演会DVD貸出に
ついて。＊川向君、バンコクでメイクされ、バナーを
交換してきてくれました。＊例会変更。
�委員会報告：＊クラブ管理委員会より　4/5親睦家族
会（早朝例会）時間が変更になり、8：00点鐘です。＊ギ
ア倶楽部より　上野RC、上野上野東合同コンペともに
優勝　本城君。
�ニコBOX：空森（1/5入院以来、やっと例会に出席さ
せていただくまでになりました。これからもよろしく
お願いします）、本城（上野クラブ、上野・上野東合同、
両方に優勝。ありがとうございました）、山本（早退の
お詫び）の各君。
�卓話：夜間例会


