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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

　インターアクトの年次大会が、８月７日津市のセンターパレスにおいて開催されました。ホ

ストクラブは久居ロータリークラブ、ホスト校はセントヨゼフ女子学園で、めりはりのある進

行と、女子高ならではのすみずみまで心配りのきいた運営でした。

　午前中のアトラクションでは、セントヨゼフの生徒による英語劇、韓国の生徒によるポップ

ダンス、そして両校の生徒が合同でのハンドベルの演奏で観客を魅了しました。また、食事を

はさんで午後からの交流会では日韓の生徒たちがグループに分かれ、自己紹介から始まってグ

ループごとに自由なトークを行い、あちこちで笑いや歓声が上がり和やかな時間が共有できた

ようでした。

　最後に、セントヨゼフ女子学園から来年度のホスト校（海津明誠高校）へと、インターアク

ト旗が手渡され式典は終了しました。

インターアクト年次大会
インターアクト担当　川向　啓造
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６日　11：00　第３回定例理事役員会
　　　12：30　例会（3057）　クラブの日
　　　13：40　IM実行委員会　

13日　12：30　例会（3058）
　　　　　　 ガバナー公式訪問４クラブ合同例会

20日　12：30　例会（3059）　IM打ち合わせ

24日　12：30　例会（3060）
（27日の振替）　インターシティーミーティング

9 月クラブ行事予定

８月例会の一コマ

◎2016 ～ 2017年度RI2630地区  中勢、伊賀
グループインターシティミーティング（IM）

　９月24日（土）　ヒルホテルサンピア伊賀

◎ギア倶楽部　９月例会
　９月11日（日）　ルート25ゴルフ倶楽部

◎９月生まれの会員
　１日　伊藤　康彦君　12日　廣澤　浩一君

〔告　　知　　板〕

▲2015〜16年度皆出席表彰　代表　吉岡君（8/2）

▲卓話　三重県伊賀保健所健康増進課保健師
麻田禮好氏・姫宮萌菜梨氏（8/23）

▲上野東RC松本君より
次年度地区大会協力のお願い（8/30）

▲上野高校インターアクター
梶川美月さん（8/30）

▲Ｒ財団ポールハリスフェロー表彰　山口君（8/23） ▲ギア倶楽部　７月例会優勝　本城君（8/30）

▲上野高校インターアクター
関佳恵さん（8/30）

▲伊賀白鳳高校インターアクター
今北こころさん（8/30）

▲稲濱君「Ｒ財団セミナーの報告」（8/2）

▲インターアクト担当　川向君（8/30）

▲伊賀白鳳高校インターアクター
松山優菜さん（8/30）
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　去る７月30日の夕刻５時からゆめが丘にあ
ります旭ダイヤの野球場において、上野東ク
ラブと「上田泰生メモリアル野球親睦試合」
を開催しました。
　昨年６月に亡くなられた上田泰生君は、上
野RC野球同好会の草創期から中心的に活躍
されるとともに、彼の人間的な魅力から多く
のロータリアンに慕われ尊敬されておりまし
た。
　この彼を偲んで親睦野球をおこなった次第
です。
　当日は、当時の左橋佳三元監督を始め多く
の有志が参加され、老骨に鞭を打って何とか
試合終了に漕ぎつけました。
　試合終了後のスイカ割り、サンピアに移動
しての懇親会更に二次会など彼の遺志でも
あった両クラブの親睦を大いに図ることがで
きたと思います。
　懇親会では、彼の思い出を多くの方が語っ
ていただき、今更ながら彼の偉大さが、懐か
しく思い出されました。
　最後に、当クラブの誘いに気持ちよく参加
して下さった上野東クラブの皆様にお礼を申
し上げるとともに、この企画に尽力されまし
た木津直樹君、稲濱建夫君にお礼を申し上げ
て報告とさせていただきます。

「上田泰生君メモリアル野球試合」の報告
山口　隆

ギア倶楽部　８月例会成績
2016年８月18日（木）　於：阿山カントリー倶楽部
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山口　　隆

澤野　周勇

本城　　髙

鉃﨑　　薫

桃井　房夫

山下　雅一

廣澤　浩一

丸山　統正

余野部　猛

ニアピン　丸山・廣澤・本城２つ
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第3053回　28.8.2　晴
�点鐘：市川隆成会長
�司会：福増久史君
�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　88.88％　欠席者=澤野・
山下・神戸・川向の４君。②前々回の修正　97.22％　メー
クアップ=なし。
�誕生日祝い：山下の１君。
�会長報告：＊ガバナー月信について。＊会員増強に
ついて。＊地区大会（高山）出席案内。
�幹事報告：＊2015〜2016年度、皆出席表彰（23名）
＊理事役員会の報告。＊９月13日、ガバナー公式訪問
の連絡　４クラブ合同。＊薪能協賛金（10,000円）につい
て。＊日赤点訳奉仕団へ協賛（津ロータリークラブが取
りまとめ、三重県33クラブ中、１クラブ10,500円）＊打
ち上げ花火協賛金（30,000円）＊IMについて（9/27の例
会を9/24のIMに振替）＊8/9公認休会。＊ロータリー
レート８月１ドル102円。＊例会変更。
�委員会報告：なし
�ニコBOX：市川（上田君、追悼野球、東クラブとの設
営につきまして、大変お世話になりました稲濱君に感
謝申し上げます。又、参加いただいた皆さん、暑い暑
い中、ご苦労様でした。）、左橋（過日、行われました上
田君を偲んでの東クラブとの親善野球試合の折には、
年寄の私を色々カバーしていただき、楽しく好きな野
球をさせていただきました。別所監督をはじめ、野球
部の皆様には大変感謝しております。有難うございま
した）、本城（ゴルフギア倶楽部優勝を自祝して）、稲濱（先
日の上野東RCとの野球交流戦、暑い中ご苦労様でし
た）、福田（早退のお詫び）の各君。
�卓話：稲濱建夫君
　　　　「地区ロータリー財団セミナーの報告」

第3054回　28.8.16　晴
�点鐘：市川隆成会長
�司会：福増久史君
�Song：「我等の生業」、「夏の思い出」
�ビジターズ：なし
�ゲスト：なし
�出席報告：①本日の出席率　87.5％　欠席者=鹿野・
榊原・川向・宮田の４君。②前々回の修正100％　メー
クアップ=澤野（名張中央）・榊原（インターアクト韓国
派遣）の２君。
�会長報告：＊８月は会員増強月間という事で5/7に開
催された次期会員基盤増強維持研修セミナーの時のCD
をお聞きいただきます。
�幹事報告：＊地区大会の出欠を再度確認します。＊例
会変更。
�委員会報告：＊稲濱Ｒ財団小委員長より　Ｒ財団の
寄付のお願い。
�ニコBOX：市川（ギア倶楽部の皆様、ご迷惑をおかけ
しました。特に７月月例会優勝の本城さんすみません
でした。今後ともよろしくお願いします）、福増（父の
初盆に際し、会員の皆様よりお供えを頂き有難うござ
いました。おかげさまで無事終えることが出来ました）、
堀川（８月２日にクラブよりお見舞いを頂き有難うござ
いました。井本さん委員会の方、当分よろしくお願い
します）、山下（誕生日を自祝して）の各君。
�卓話：会員増強委員長　石橋正行君 
　　　　次期会員基盤増強維持研修セミナー（5/7）のCD
　　　　を拝聴。

上野ロータリークラブ　　例　会　記　録

第3055回　28.8.23　晴
�点鐘：市川隆成会長
�司会：福増久史君
�Song：「それでこそロータリー」、「戦争を知らない
子供達」
�ビジターズ：鈴木・長谷川・三谷（上野東）の３君。
�ゲスト：三重県伊賀保健所健康増進課　保健師　麻田
禮好氏　姫宮萌菜梨氏 
�出席報告：①本日の出席率　97.05％　欠席者=中村
の１君。②前々回の修正94.44％　メークアップ=神戸（名
張中央）、澤野（名張）の２君。
�会長報告：＊本日の卓話は、結核やHIVの感染症に
ついてお話をいただきます。
�幹事報告：＊例会変更。
�委員会報告：なし
�ニコBOX：長谷川（上野東）（残暑の折、お邪魔します）、
鈴木（上野東）（お邪魔します）、三谷（上野東）（お世話に
なります）、市川・中森・福増（三重県伊賀保健所健康
増進課保健師の麻田さん、姫宮さん本日の卓話よろし
くお願いします）、桃井・福田（早退のお詫び）の各君。
�卓話：三重県伊賀保健所健康増進課
　保健師　姫宮萌菜梨氏「働く人に知ってほしい結核」
　保健師　麻田禮好氏「正しく知ってエイズを防ごう」

第3056回　28.8.30　晴
�点鐘：市川隆成会長
�司会：福増久史君
�Song：「それでこそロータリー」、「想い出の渚」
�ビジターズ：松本（上野東）の１君。
�ゲスト：上野高校インターアクト顧問教師　加藤優香 
先生。インターアクター　関佳恵さん、梶川美月さん。
伊賀白鳳高校インターアクト顧問教師　曽根崎藍 先生。
インターアクター　松山優菜さん、今北こころさん。
�出席報告：①本日の出席率　97.05％　欠席者=澤野
の１君。②前々回の修正　96.96％　メークアップ=鹿野

（名張中央）、榊原・川向（インターアクト年次大会）の
３君。
�会長報告：＊本日の卓話インターアクト年次大会と
韓国派遣の報告です。よろしくお願いします。＊上野
東クラブの松本さんが次年度の地区大会の話でお越し
いただいております。
�幹事報告：＊味岡真紀子さんのリサイタルの案内。
＊薪能（9/17）の案内。＊ガバナー公式訪問４クラブ
合同例会の出席の確認の件。
�委員会報告：なし
�上野東RC　次年度松本地区大会実行委員長よりお願
いの挨拶
�ニコBOX：松本（上野東）（またまたお願いにお邪魔し
ました。よろしくお願いします）、市川（上野高校・伊
賀白鳳高校インターアクトクラブの皆様、韓国派遣や
地区大会ご参加有難うございました。そして暑い中ご
苦労様でした。今後の両クラブの仲間づくりとご活躍
をお祈りします）、中森・山本・榊原（上野高校・伊賀
白鳳高校インターアクト部の皆様、本日の卓話よろし
くお願いします）、木津（伊賀市市民花火大会ご協力有
難うございました）、本城（いつのゴルフか？優勝を自
祝して）の各君。
�卓話：上野高校・伊賀白鳳高校インターアクト部
　　　　「インターアクト年次大会の報告」


