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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

　平成29年酉年　新年、明けましておめでとうございます。
　上野ロータリークラブ会員の皆様におかれましては新しい年をお健やか
にお迎えのこととお慶び申し上げます。

　さて、我がクラブは１月末をもって創立64年の月日を数えます。先輩方が伊賀の地でロータ
リーの旗を揚げ、「最も奉仕するもの最も報われる」という「超我の奉仕」の実践を営々とし
て積み重ねて来られた歴史であります。
　会長をお引き受けしてより半年、任期の半分が過ぎました。「歳月 時は待たず」と申します。
あっという間の半年でした。上期には初めての試みとして、上野クラブがホストとなり、伊賀・
名張の４つのクラブの合同例会としてガバナー公式訪問を受けました。これからも伊賀地区４
つのクラブで連携をとっていく事が確認できました。
　今年の2630地区の剱田ガバナーは「最も出席する者、最も報われる」というテーマを掲げら
れました。毎週火曜日の例会で、会員皆様とのお出会いを大切にしてまいりました。これから
も残された半期で皆様と共に例会を活動の原点として有意義なものにしていきたく存じますの
でご理解ご協力をひとえにお願い申し上げます。
　これから下期では、まず新しい会員、仲間を増やし、活動の幅を拡げたいと思います。新会
員の対象となる方々の名を挙げ「我々はあなたの参加を待っています」というアピールをして、
さらに諸般の事情でロータリーを離れている元会員さんにも再入会を勧めたいと思います。
　また社会奉仕の活動として２月25日（土）午後１時半から昨年に引続いて「発達障害」につ
いて市民により理解を深めていく「市民公開講座」をヒルホテルサンピア伊賀で開催いたしま
す。国際奉仕・青少年奉仕では、上野・伊賀白鳳両高校のインターアクトクラブの活動を支え、
あと少しで克服できるところまできたポリオ撲滅街頭募金や取り組みを通じて、市民の皆様に
ご理解や協力を訴えて参ります。新年には菅原神社公式参拝例会や、創立記念例会、健康増進
プログラム、そして4月には、天下の桜の名所「高遠」や諏訪の温泉、時計づくりや養命酒工
場の見学等、信濃路の行く春を満喫する親睦家族旅行など楽しい企画もありますので予定に入
れて頂きますようお願いいたします。
　結びに後残された半年を「クラブ奉仕」を全ての中心に置き、会員の皆様と共に活動を進め
て参ろうと存じます。叱咤激励頂きますようにお願い申し上げご挨拶といたします。

会 長 年 頭 挨 拶
会　長　市川　隆成
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３日　 　公認休会

10日　８：30　例会（3073）早朝例会（新年正式参拝例会）
９：00　第７回理事役員会議

17日　18：30　例会（3074）創立記念例会

24日　12：30　例会（3075）クラブアッセンブリー

31日　12：30　例会（3076）会員卓話　伊藤康彦君

1 月クラブ行事予定

12月例会の一コマ

▲ギア倶楽部１２月例会　今岡君優勝（12/20）▲伊賀FCくの一統括部長　前川清氏
　伊賀FCくの一広報担当　原歩氏（12/20）

　会長エレクト　　　　　　本城　　髙
 副会長　　　　　　　　　稲濱　建夫 
 幹事　　　　　　　　　　福増　久史
 会計　　　　　　　　　　山口　　隆 
 ＳＡＡ　　　　　　　　　石橋　正行
　理事　　　　　　　　　　中村　晶宣 
 理事　　　　　　　　　　山出　美材
 理事　　　　　　　　　　神戸　安男
 理事　　　　　　　　　　山下　雅一
 理事　　　　　　　　　　廣澤　浩一
 副幹事　　　　　　　　　粟辻　寛明
 副ＳＡＡ　　　　　　　　山本　禎昭

◎１月生まれの会員
　15日　磯山　喜広君　17日　山口　　隆君
　21日　市川　隆成君
　11日　桂　富佐さん（ソング）

◎後期会費納入について
　後期会費　130,000円
　１月24日（第４例会）にて徴収します。
　銀行振替納入の方は、１月20日に自動引き

落としとなります。振込みの方は、１月31
日までにお願いいたします。

　北伊勢上野信用金庫　上野営業部 
 普通　0411349　上野ロータリークラブ
　　　　　　会計　山口　　隆

〔告　　知　　板〕
◎創立記念例会
　1月17日（火）18：30　ヒルホテルサンピア伊賀

◎創立記念例会被表彰者
　連続皆出席者　30年　丸山　統正
　　　　　　　　20年　稲濱　建夫
　　　　　　　　20年　山口　　隆 
 累積皆出席者　40年　澤野　周勇
　　　　　　　　30年　丸山　統正
　　　　　　　　20年　稲濱　建夫
　　　　　　　　20年　山口　　隆

◎2017〜2018年度理事役員
　会長　　　　　　　　　　別所　泰弘
　直前会長　　　　　　　　市川　隆成

▲ギア倶楽部１１月例会　余野部君優勝（12/6）

▲上野・上野東合同例会（12/15）
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　私は、仕事で海外出張が多いため、現地の
ロータリークラブで例会の時間が合えば、な
るべく参加するようにしています。これまで、
シンガポールのラッフルズシティクラブ、タ
イのスリウォンロータリークラブ、そして台
湾の新竹西南扶倫社の三つのクラブの例会に
参加しました。同じロータリーの理念のもと、
運営や社会貢献の在り方等に、それぞれの個
性が反映されています。
　先ずメンバーの構成を見てみますと、女性
会員の多さに驚きます。シンガポールは約半
数が女性で、ここ三年は女性会長が続いてい
ます。年齢も若く40代前半くらいで会長を務
めています。タイでも約四分の一が女性。こ
のクラブの自会員は20名弱ですが、毎回の例
会では、20名くらいのビジターの参加があ
り、ビジターフィーの収入が多く大きな財源
になっているようです。ここの会長も29歳と
いうことで非常に若いですが、力強くクラブ
を運営されているように感じられました。台
湾のクラブは創立六年目の若いクラブで、正
会員数は20名弱と少な目ですが、会員外の人
でも、ビジターフィーを払って参加している
ため、けっこうにぎやかな例会になっています。
　シンガポールとタイはビュッフェスタイルの
食事で、多少の増減に対応できるようになっ
ています。台湾のクラブは非常に質素な食事
で、300円程度のお弁当です。会長曰く、食
事にお金をかけるのはもったいない。その
分を社会貢献に使おうという方針とのことです。
　これまで述べましたように、この三つのク
ラブは、女性・若いということが共通のキー
ワードとなっています。会員の減少が続き、
会員増強が叫ばれる中、女性や若くてもやる
気のある人たちに目を向けていくということ
も考えなければならない時期にきたのかなと
いうのが私の正直な感想です。
　社会貢献の在り方については、タイのクラ
ブのやり方が印象に残っています。バンコク
の発展は目覚ましいけれど、まだまだ郡部の
町は貧困で、学校に通うのにも公共交通の整
備が追い付いておらず、二時間かけて通学し
ている子供たちがたくさんいるそうです。そ
の子供たちに自転車を贈呈して非常に喜んで
いただいたそうです。社会貢献の在り方は、

提供する側の自己満足に終わらず、もらう側
のニーズにいかに合致したことを提供するか
が大事であると感じました。
　今後も、いろんな国のクラブの例会に積極
的に参加していきたいと思っています。

海外のロータリークラブ
川向　啓造

上野・上野東合同コンペ秋季大会成績表
2016年12月15日（木）　於：ルート25ゴルフクラブ
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今岡　睦之

廣澤　浩一

榊原　成人

丸山　統正

山口　　隆

澤野　周勇

余野部　猛

本城　　髙

桃井　房夫

鉃﨑　　薫

井本　治見

山本　禎昭

稲濱　建夫

福田　豊治

団体戦　上野クラブ勝利
<貢献者：余野部（１位）・桃井（３位）・稲濱（５位）>



4

第3069回　28.12.6　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　94.11％　欠席者=宮田・
川向の２君。②前々回の修正　100％　メークアップ=井
本（亀山）、鉃﨑（大阪難波）、川向（台湾新竹西南）の３君。
�誕生日祝い：榊原・空森・中村・川崎,（事務局）の４君。
�会長報告：＊12/1伊賀市広報の医療記事。市民病救急
医療の充実が必要である。＊２月発達障害の講演につい
て。
�幹事報告：＊理事役員会の報告。＊連続・累積出席
表彰　１月17日創立記念例会にて表彰。＊12/23伊賀線
開業100周年記念講演会、別所会長エレクト出席。＊
12/27（8：30〜）早朝例会（12：00〜12：30）メイク受付
します。＊指名委員会の件。＊2017年１月10日早朝例
会（菅原神社）＊2017年１月17日創立記念例会の出欠と
ります。＊堀川君2017年６月30日まで休会届受理。＊
2/25発達障害の講演会詳細についての報告。＊日本ロー
タリー 100周年につき会員１人200円の寄付。＊ロータ
リーレート12月１ドル106円。＊例会変更。
�委員会報告：なし
�ロータリーの友読みどころ：神戸君
�ニコBOX：市川（年次総会よろしくお願いします）、
余野部（ギア倶楽部11月例会優勝を自祝して）、中村・
榊原（誕生日を自祝して）の各君。
�卓話：年次総会

第3070回　28.12.15　18：00点鐘　晴
上野・上野東合同例会　於 上野フレックスホテル
�点鐘：中尾彰克（上野東）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：2017〜2018年度ガバナー　田山雅敏氏。中勢・
伊賀グループ　ガバナー補佐　中村晶宣氏。 
�出席報告：①本日の出席率　90.9％　欠席者=木津・
鹿野・山下の３君。②前々回の修正　100％　メークアッ
プ=丸山（上野東）、榊原（次年度地区CCセミナー）の２君。
�会長報告：＊本日は上野東クラブの皆様、設営有難
うございます。来年度は田山ガバナー年度という事で
大変ですが、出来る限り協力をさせていただきます。
�幹事報告：なし
�委員会報告：なし
�ニコBOX：中村 （本日はよろしくお願いします）、中
井（上野東）（次年度地区関係で１年間お世話になり有難
うございます。来年も宜しくお願い申し上げます）、中

上野ロータリークラブ　　例　会　記　録

尾・出後（上野東）（上野クラブの皆様ようこそお越しく
ださいました。本日、ごゆっくりお過ごし下さい）、上
野東RC（12月15日合同コンペ参りました）、市川（本日
の合同例会の諸準備をしていただきました親睦委員会
の皆様有難うございます）、粟辻・宮田（早退のお詫び）
の各君。
�卓話：2017〜2018年度ガバナー　田山雅敏氏
　　　　中勢・伊賀グループ　ガバナー補佐　中村晶宣氏

第3071回　28.12.20　曇り
�点鐘：市川隆成会長
�司会：福増久史君
�Song：「日も風も星も」、「トロイカ」
�ビジターズ：鈴木（上野東）の１君。
�ゲスト：伊賀フットボールクラブくの一統括部長　
前川清氏。広報担当　原 歩氏。
�出席報告：①本日の出席率　90.9％　欠席者=神戸・
川向・榊原の３君。②前々回の修正　94.11％　メーク
アップ=なし。
�会長報告：＊スポーツの話。＊高校駅伝、伊賀白鳳
高校の話題。＊くの一、伊賀の誇るクラブチームをサ
ポートしていきたい。
�幹事報告：＊次週12/27早朝例会8：30点鐘。＊1/10
早朝例会（新年正式参拝例会）8：30点鐘。＊本日、13：
40〜職業・社会奉仕委員会を開催します。＊伊賀鉄道
開業100周年講演会とイベントの案内。＊例会変更。
�委員会報告：なし
�ニコBOX：鈴木（上野東）（本日お世話になります）、
市川（前川様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。くの一チームの来季の活躍
をお祈りします）、中森（前川清様・原歩様ようこそお
越しくださいました。本日の卓話よろしくお願いしま
す）、鉃﨑・鹿野・稲濱・山出・山本・中村・小坂（前
川様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）、今岡（合同コンペでギア倶楽部優
勝しました。前川様、本日はよろしくお願いします）、
本城（今日は早退させていただきます。来週は早朝例会
ですので、今年１年有難うございました。来年もよろ
しくお願いいたします）、木津（１年間お世話になりま
した）、福田（度々の欠席のお詫び）の各君。
�卓話：伊賀フットボールクラブくの一
　　　　統括部長　前川清氏・広報担当　原　歩氏

第3072回　28.12.27　8：30点鐘
早朝例会　於 ヒルホテルサンピア伊賀
�点鐘：市川隆成会長
�司会：福増久史君


