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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

　この度第2630地区2017〜18年度、中勢・伊賀グループのガバナー補佐を拝命いたしました　津RCの宮上史
郎でございます。
　もとより浅学菲才な私でありますので、ガバナー補佐の重大な任務を遂行できるか大変危惧しております。
しかしながら、昨年10月からの各種セミナー、研究会、PETS、地区協議会等多くの会議の中で、田山ガバ
ナーのお考えや、願望を会員諸兄の皆様にお伝えすべくその「かけはし」として微力ではありますが精進努
力して参る所存でございます。
　RI会長テーマ「ロータリー：変化をもたらす」又、田山ガバナーが提唱されます、地区テーマ「未来を創
造しよう」を尊重し、田山ガバナーと中勢・伊賀グループ８ロータリークラブ及び地区委員会との情報の伝
達と連携、又、８クラブへの支援を推進して参りたいと存じます。
　さらに田山ガバナーのお心を中勢・伊賀グループの会員諸兄の皆様にお伝えすると共に各クラブの考えや
問題点、会員個々の思いを忌憚なく語り合い、ロータリーと云う歯車がうまく回転できる潤滑油の一滴にな
れれば幸いです。
　当グループは上野・名張・津エリアと山脈で分断されている地理的条件と関西商圏と中京圏との違いもあり、
歴史・文化・生活環境が異なります。８クラブの現在の交流は、IMと年2回のゴルフ大会の状況であり、中勢・
伊賀グループとして、ロータリアン同志としてさらなる友愛の輪を広げていく事が肝要かと思います。グル
ープのより親密な中で会員増強に繋がる知人・友人の推薦や紹介の応援も出来ればと考えます。情報による
会員増強により1人の新会員から新たな会員増強へ、それが変化するロータリーの考えロータリーの戦略計画
を推進し、10年後のクラブの在るべき姿、すなわち「未来を創造しよう」だと存じます。
　中勢・伊賀グループは田山ガバナーのお膝元であります。10月14日（土）・15日（日）の上野にて開催されま
す地区大会におきまして、中勢・伊賀グループの８クラブは全員登録を、田山ガバナーは切望されておられ
ますので、ご理解賜りたく伏して懇願する次第でございます。
　また、９月３日に予定しておりますIMの開催に際しまして「スペシャルオリンピックス」の理解と支援、
そしてアスリートと共に「ボッチャ競技大会」を行います。
　オリンピック・パラリンピックが世間の脚光を浴びる中、中勢・伊賀グループ８クラブでは知的障害のあ
る人たちの競技団体「スペシャルオリンピックス」に光を投げかけ、理解を深め、今後支援する新たな奉仕
団体として交流を図りたいと考えております。
　今回のIMでは、「ボッチャ」を通じその団体のアスリート達と一緒に競技大会を行うことによりスペシャ
ルオリンピックスへの理解と共に、競技を通じて8クラブの会員相互の親密度を上げ、各クラブの会員が「変
化するロータリーを考える」ことにより「10年後のクラブの在るべき姿」を考え、「未来を創造しよう」に繋
げたいと思います。
　上記趣旨のもとIMを開催いたしますので、ご支援ご協力ご参加の程重ねてお願い申し上げます。と共に、
会員皆様のご努力で会員増強に精進され、さらなる貴クラブのご発展とご隆盛を心より祈念申し上げます。
　会員の皆様には１年間ご指導の程、宜しくお願い申し上げます。

ガバナー補佐訪問
中勢・伊賀グループ　ガバナー補佐　宮上　史郎



１日　11：00　第２回定例理事役員会
　　　12：30　例会（3101）　クラブの日
　　　　　　 地区ロータリー財団セミナーの報告

８日　12：30　例会（3102）
　　　　　　 新会員卓話　山本ヒサ子君

15日　12：30　公認休会

21日　12：30　例会（3103）
　　　　　　 ガバナー公式訪問４クラブ合同例会
　　　　　　 於　名張アスピア

29日　18：30　夜間例会（3104）
　　　　　　 クラブ管理委員会担当

8 月クラブ行事予定

７月例会の一コマ

◎皆出席表彰について（１年間　100％）	
　𠮷岡　正巳　　澤野　周勇　　廣澤　浩一
　木津　龍平　　稲濱　建夫　　神戸　安男

丸山　統正　　桃井　房夫　　山出　美材
山口　　隆　　榊原　成人　　山本　禎昭

　中村　晶宣　　市川　隆成　　別所　泰弘
　鹿野　俊介　　井本　治見　　小坂　元治
　福増　久史　　伊藤　康彦　　　以上20君

◎ギア倶楽部　８月例会
　８月17日（木）　富士スタジアムゴルフ倶楽部

◎８月生まれの会員
　21日　山下　雅一君

〔告　　知　　板〕

▲中勢・伊賀グループ
ガバナー補佐
宮上史郎氏　訪問挨拶
（7/18）

▲Ｒ財団ポールハリス
フェロー表彰　桃井君、
丸山君（7/18）▲クラブアッセンブリー（7/11）

▲会長幹事バッジの交換　（7/4）

◀新会員　北森徹君
　入会式（7/4）

▲剱田直前ガバナー訪問
（7/4）

韓国派遣　上野高校▶
インターアクター
梶川美月さん（7/4）

▲地区大会実行委員長
　松本君　挨拶（7/25）

▲ギア倶楽部７月例会優勝
　澤野君　優勝（7/25）

▲収支決算報告　左橋君
（7/25）

▲収支予算報告　山口君
（7/25）



3

残
　
暑
　
　
（
八
月
自
然
句
会
抄
）

木
津
龒
平

石
橋
正
行

遠

き

森

鳴

き

交か

う

声

や

時ほ
と
と
ぎ
す鳥

鷺
草
の
翔
ば
む
と
す
夢
風
待
ち
ぬ

　７月15日土曜日、第１回ロータリー財団セ
ミナーに参加しました。今回のセミナーは、
岐阜グラウンドホテルで開催されました。こ
の地方でセミナーを開催する場合、この会場
が一番収容力が多く地理的にも、参加者が集
まり易いとのことです。
　12時00分点鐘　辻　正敏委員長（津ロータ
リークラブ）の開会挨拶、田山ガバナー挨
拶、特別講演では国連UNHCR協会 中村　恵
氏による70分の講演など15分の休憩をはさみ
16時30分の閉会点鐘まで充実したセミナーで
した。
　今回のセミナーで多く語られ指摘されたこ
とは、

（１）ロータリー６項目の重点分野を達成す
るため、財団活動により一層の理解と協力が、  
求められている事。

（２）ロータリー財団の補助金の制度を利用
して、ロータリー活動をより一層充実させる
事。の２点です。
　６項目の重点分野として
　　１　平和と紛争予防・紛争解決
　　２　疾病予防と治療
　　３　水と衛生設備
　　４　母子の健康
　　５　基本的教育と、識字率の向上
　　６　経済と地域社会の発展
が定められています。
　そして「世界で良いことをするために、ロー
タリーの基金をつくろうではないか」という

呼びかけで、様々な寄付が一段と求められる
ようになりました。
　また、（１）を推進するため、補助金制度
を再度認識し、その活用が訴えられています。
　要するに寄付金をより多く集め、その一部
を還元してもらって、それぞれのロータリー
クラブの活動を、充実しようということです。
　そのためには、新しいアイデアと若い行動
力が求められています。
　本年度、田山ガバナーは（世界でよいこと
をしよう）ロータリー財団の標語であること
を提唱されてます
　上野ロータリークラブも、財団活動に協力
しながら、当クラブの拡充を図っていきたい
と願います

ロータリー財団セミナーに参加して
Ｒ財団担当　宮田　真吾

上野ロータリークラブ	７月例会成績
2017年７月13日（木）於：名張カントリークラブ
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澤野　周勇

福田　豊治

山口　　隆

廣澤　浩一

桃井　房夫

余野部　猛

山本　禎昭
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第3097回　29.7.4　晴
�点鐘：別所泰広会長
�司会：粟辻寛明君
�Song：「君が代」、「奉仕の理想」
�ビジターズ：前田（津）の１君。
�ゲスト：剱田直前ガバナー、上野高校インターアク
ト顧問教師（山添明子先生）、上野高校インターアクター

（梶川美月さん）
�出席報告：①本日の出席率　94.11％　欠席者=木津・
桃井の２君。②前々回の修正　100％　メークアップ=廣
澤・山口・山下（はぐるま会）、榊原（地区インターアク
トオリエンテーション）の４君。
�誕生日祝い：鹿野・稲浜・石橋・宮田の４君。
�会長報告：＊これから１年間よろしくお願いします。
＊映画「忍の国」公開。戦国時代の伊賀越の話。＊新
会員北森徹君歓迎します。＊剱田直前ガバナーようこ
そお越しくださいました。
�幹事報告：＊理事役員会の報告（マンスリー告知板を
ご覧ください）。＊出席免除者７名。＊７月18日クラブ協
議会。＊会費納入について。＊会計監査の委嘱　左橋君。
＊地区ロータリー財団セミナー（7/15）。＊ロータリーレー
ト７月１ドル111円。＊例会変更。
�委員会報告：なし
�ニコBOX：前田（津）（メーキャップでお邪魔しました。
よろしくお願いします。６月のはぐるま会ではお世話になり
ました）、別所（本年度、１年間、会長を精一杯務めさせ
ていただきます。何卒よろしくお願い申し上げます）、市川

（剱田直前ガバナーをはじめ、中村AG、そしてすべての
会員の皆様、１年間お力添えを頂き有難うございました。
会員純増をもって別所会長へバトンタッチできることをう
れしく思います。別所君、福増幹事、健康に留意され１年
間頑張ってください。又、北森君入会おめでとうございます。
今後ともよろしくお願いします。最後になりましたが、梶川
美月さん韓国派遣、楽しみつつ頑張って下さい）、粟辻（１
年間よろしくお願いします）、中村（剱田直前ガバナー本日
は有難うございます。いろいろお世話になりました）、福増

（本年度、幹事を務めさせていただきます。どうぞよろしく
お願いします。剱田直前ガバナーようこそお越しくださいま
した。卓話よろしくお願いします。北森さん入会おめでと
うございます）、山口（剱田直前ガバナーをお迎えして）、
石橋（古希を自祝して、今年、SAAを務めさせていただき
ます。よろしくお願いします）、小坂（本年度、出席担当
を仰せつかりました。１年間よろしくお願いします）、山本

（本日より、副SAAでニコボックス担当します。よろしくお
願いします。北森さん入会おめでとう）、稲濱（剱田直前ガ
バナーようこそお越しくださいました。別所会長、会長職
１年間頑張ってください。誕生日を自祝して）、宮田（誕生
日を自祝して）、鹿野（誕生日を自祝して。別所会長をはじ
め役員の皆様１年間よろしくお願いします）、榊原（アニハ
セヨ。梶川さんようこそいらっしゃいました。韓国派遣楽
しんでください）の各君。
�卓話：会長年頭挨拶
　　　　剱田直前ガバナー挨拶

第3098回　29.7.11　晴
�点鐘：別所泰広会長
�司会：粟辻寛明君
�Song：「我等の生業」、「恋のバカンス」
�ビジターズ：なし
�ゲスト：なし
�出席報告：①本日の出席率　85.29％　欠席者=山口・
磯山・山本・榊原・宮田の５君。②前々回の修正　
100％　メークアップ=川向・宮田（ポリオ募金）・稲濱（地
区役員引き継ぎ会）の３君。
�会長報告：＊季節の変わり目身体に注意しましょう。
＊節句など季節感がなくなってきています。
�幹事報告：＊薬物乱用国連支援（ダメ絶対ダメ）の募金
のお願い。募金箱回します。＊夏季交換学生の案内が

上野ロータリークラブ　　例　会　記　録
来ています。＊自動引き落とし以外の人7/18の例会に
会費の集金に来てくれます。＊クラブ協議会の案内

（7/18）。＊例会変更。
�委員会報告：市川直前会長より　発達障害のDVDの
贈呈式の報告。56枚贈呈しました。
�ロータリーの友の読みどころ：中坂君。
�ニコBOX：別所（本日のクラブアッセンブリーよろし
くお願いします）の１君。
�卓話：クラブアッセンブリー

第3099回　29.7.18　晴
�点鐘：別所泰広会長
�司会：粟辻寛明君
�Song：「日も風も星も」、「青葉城恋唄」
�ビジターズ：なし
�ゲスト：中勢・伊賀グループガバナー補佐　宮上史郎氏
�出席報告：①本日の出席率　100％　欠席者=なし。
②前々回の修正　100％　メークアップ=桃井・木津（上
野東）の２君。
�会長報告：＊7/15ロータリー財団セミナーの報告。
＊RIロータリー奨学生制度の活用。＊地区補助金の活
用。＊１人150ドルの寄付のお願い。＊新会員２名本日
面接します。
�幹事報告：＊前回の例会で集めた薬物乱用国連支援（ダ
メ絶対ダメ）の募金20,000円集まりました。＊7/15ロー
タリー財団セミナーに別所会長と宮田君が出席しました。
＊IM（9/3）出席の案内。＊本日例会終了後クラブ協議会
出席のお願い。＊会計監査（7/14）報告。＊例会変更。
�委員会報告：なし
�ニコBOX：宮上ガバナー補佐（津）（本日は、ガバナー
補佐としてお邪魔しました。どうぞよろしくお願いします）、
別所・福増・稲濱・山下・榊原（宮上ガバナー補佐様よう
こそお越しくださいました。本日は卓話、クラブ協議会も
よろしくお願いします）、山口（宮上ガバナー補佐をお迎え
して。早退のお詫び）、澤野（ギア倶楽部７月度優勝を
自祝）、神戸（早退のお詫び）、山本（前回欠席のお詫び）
の各君。
�ロータリーの友の読みどころ：左橋君。
�卓話：中勢・伊賀グループガバナー補佐　宮上史郎氏

第3100回　29.7.25　曇
�点鐘：別所泰広会長
�司会：粟辻寛明君
�Song：「それでこそロータリー」、「危険なふたり」
�ビジターズ：中井・松本・長谷川（上野東）の３君。
�ゲスト：なし
�松本地区大会実行委員長より地区大会協力のお願い
�出席報告：①本日の出席率　100％　欠席者=なし。
②前々回の修正　97.05％　メークアップ=廣澤・山口（地
区大会企画会議）・宮田（Ｒ財団セミナー）・山本（名
張中央）、榊原（地区インターアクト委員会）の５君。
�会長報告：＊お寺は三重で2400寺あり、数は全国で
11位。＊最近は家族葬が増えてきているし、形態も変
わってきている。
�幹事報告：＊9月3日開催のIMの登録を回します。＊
今年の会員証をボックスへ入れてあります。＊地区大
会のお願い。＊例会変更。
�委員会報告：＊ギア倶楽部７月例会優勝　澤野君。
�ニコBOX：中井（上野東）（田山ガバナー年度となりまし
た。上野クラブの皆様、よろしくお願いします）、松本（上
野東）（お邪魔します。又またお願いに参りました）、長谷川

（上野東）（暑い時期にお邪魔します）、別所（左橋さん、
会計報告。山口さん予算報告よろしくお願い申し上げま
す）、山本ヒサ子・北森（新会員歓迎会有難うございました）
の各君。
�卓話：収支予算決算報告・定款細則説明


