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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

　本日は地元での公式訪問ということでまた雰囲気をかえてやらして頂きたいと思います。
　実行委員長からも報告ございましたが、地区大会を順調にすすんでいますので宜しくお願い
します。登録に際しましては中勢伊賀分区すべて100％という事でご協力ありがとうございます。
三重県内につきましては70％ぐらいをお願いしますと申し上げております。岐阜の方はなかな
か難しくて、昨年の会員大会にて、会員登録に関しては50％以上を目標とすると決議されてお
ります。したがって50％以上をお願いしております。今会員数が三千名少しですので登録で
千五百名以上の会員登録で、かける１万円ですので．．。宜しくお願い申し上げます。ちょっと
驚いたのですが今上野クラブが37人、上野東が35名、名張が36名人数的には拮抗している。平
均年齢が名張で65才、上野クラブと上野東クラブが似たような数字で67.5才、名張中央は人数
が少ないですが24名で平均年齢60.7才で、３クラブは似たり寄ったりで名張中央が少し若いです。
　実は今日のお話で上野クラブが会員増強に努められまして、10月１日の入会式には５名入会予定、
会員増強５名された。６月には女性会員１名入会されたという事で37＋５で42名、平均年齢も67.5才
から大幅に下がるのではないかと、最年長クラブは私の居る上野東という事で、これはちょっと唯識
問題で会員増強に努めないといかんなと感じました。今回ったクラブの中で気になったのが松阪ロー
タリー、鈴鹿ロータリー、いずれもその地域の中核のクラブですがそのクラブの平均年齢がだいたい
50才少しです。実は10年くらい前にものすごく高齢化された、これではいけないという事で会員増強に
つとめられて老壮青が丁度３分の１になりとてもいいクラブになりました。という報告をうけております。
実は子クラブ、孫クラブの方が平均年齢が高いという状況が出ていまして、これが１つの流れになっ
ていまして。この中の親クラブである上野クラブが範を示しつつあるのかなと、会員増強に危機感を
持たれた結果色んな活動ができる、奉仕活動ができる、クラブの活性化につながっていくと思います。
過渡期のクラブも多いと思います。
　本年度のRI会長はオーストラリアのイアンHSライズリーさんですが、RIエレクトがウガンダのウオー
リーさんがアメリカで亡くなられ、国葬された。後任の方は中米の方にきまりました。１月にサンティ
エゴに研修にいきました。その時会議の席で名刺を出すとその方は「私はパートナーで家内がガバナ
ーです。それが結構多くてガバナー 520人中100人強で率にすると20％、日本から33名のガバナー1名
女性がいます。世界のロータリアンの中で女性のしめる割合は20％ちょっと割るくらいです。それが今
凄い勢いで伸びています。日本でも実はのびています。松阪東13人、鳥羽、志摩それぞれ会長さん
女性です。鳥羽、志摩も女性が多いです。岐阜の方も会員さんが増えています。現状はこんなところ
です。上野からも女性会員が入られたという事で会員増強の中では女性を抜きにして語る事は難しい
状況になってきた。今、日本が５％割るぐらいです、会員数ですね。日本の社長さんは数多く居られ
ますがそのうち女性社長が11％ぐらいいます。ロータリーは20人にひとりなので、もう少し広げられる
幹事はあります。それと地域によって多い少ないがありますが、都会に女性会員が増えていまして、
女性会員のロータリーも既にできています。

田山ガバナー公式訪問　卓話（抜粋）
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９月例会の一コマ

▲入会式　北森隆文君（9/5）

▲卓話　上野東小学校　校長　仁保晋作氏
（9/12） ▲龍谷大学名誉教授　戸上宗賢氏（9/19） ▲新会員卓話　北森徹君（9/26）

▲インターアクト年次大会の報告（上野高校）（9/5）

▲ギア倶楽部8月例会優勝　山口君（9/5）

▲インターアクト年次大会の報告（伊賀白鳳高校）（9/5）

３日　11：30　第４回定例理事役員会
　　　12：30　例会（3109）　クラブの日
　　　13：40　指名委員会
14日　13：00　例会（3110）　2630地区　地区大会15日　９：30 ｝　
17日　12：30　公認休会
24日　12：30　例会（3111）
　　　　　　 卓話　伊賀市副市長　大森秀俊氏
31日　18：30　夜間例会（3112）
　　　　　　 クラブ管理委員会担当

10月クラブ行事予定

◎ギア倶楽部10月例会
　10月26日（木）　ルート25ゴルフクラブ

◎2017 ～ 2018年度
　国際ロータリー第2630地区　地区大会
　10月14日（土）・15日（日）
　於　伊賀市文化会館

◎10月生まれの会員
　12日　中坂　實宏君　31日　北森　　徹君

〔告　　知　　板〕
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　去る９月３日（日）、津都ホテルにおいて
2017~2018年度インターシティ・ミーティン
グが開催されました。開催テーマは「変化す
るロータリーを考える〜スペシャルオリン
ピックスとのＩＭ〜」
　前半は例年どおりの会合が粛々と進めら
れ、後半は表題のとおりスペシャルオリン
ピックスについて学びました。その中で今回
は「ボッチャ」という競技を体験しました。
どんなスポーツなのかわからず最初はため
らっていたロータリアンも、いざ始まると真
剣に取り組んでいました。競技は各クラブ・
地区役員チームに、スペシャルオリンピック
スのアスリートが１名入り、チーム対抗で得
点を競いました。
　結果は大方の予想を裏切り地区役員Aチー
ムが優勝でしたが、順位や得点以上に、いい
ショットが決まった時の喜びや、アスリート
とロータリアンの交流に意義を感じました。
年齢や性別・国籍、障害者と健常者、身体の
大小などすべてを超えて、皆が一緒に楽しみ、
競えるスポーツであると感じました。

2017~2018年度
INTERCITY MEETING

川向　啓造

上野RCギア倶楽部９月例会成績表
2017年９月10日（日）於：阿山カントリー倶楽部

RANK NAME OUT IN GROS H.C NET 修正HC

優勝
２位
３位
４位
５位
６位
７位
８位
９位
10位
11位
12位
13位

49
40
51
50
52
61
54
49
48
55
59
50
73

49
42
46
56
52
47
47
48
54
59
56
57
67

98
82
97

106
104
108
101
97

102
114
115
107
140

18
1
13
20
18
21
14
9
13
22
22
13
17

80
81
84
86
86
87
87
88
89
92
93
94

123

13
1
12

稲濱　建夫
余野部　猛
小坂　元治
桃井　房夫
山本　禎昭
廣澤　浩一
伊藤　康彦
山口　　隆
澤野　周勇
磯山　善広
丸山　統正
今岡　睦之
福田　豊治
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第3105回　29.9.5　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：なし
�ゲスト：上野高校　インターアクター２名・教師１名。
伊賀白鳳高校　インターアクター２名・教師１名。
�出席報告：①本日の出席率　94.44％　欠席者=堀之
内・中森の2君。②前々回の修正　97.05％　メークアッ
プ=本城・廣澤・神戸・北森徹（ＩＭ）の４君。
�入会式　北森隆文君。
�誕生日祝い：伊藤・廣澤の２君。
�会長報告：＊会員現在４名入会。後３名入会予定です。
＊インターアクトクラブ沿革について。1967年12月26
日上野工業高校が認証される。＊忍者ゆかりの神社、
仏閣（観光協会）。
�幹事報告：＊理事役員会の報告。＊新会員予定者３名。
＊９月３日ＩＭ、御苦労までした。＊伊賀花火大会

（10/14）協賛30,000円。＊10/24地区財団セミナー宮田
財団小委員長参加。＊ひまわりバザーのお願い。＊
11/5三重県インターアクト協議会開催。＊ロータリー
レート９月１ドル109円。＊例会変更。
�委員会報告：＊ギア倶楽部８月例会優勝　山口君。
＊はぐるま会の案内。
�ロータリーの友の読みどころ：中坂君。
�ニコBOX：別所（９月３日ＩＭにご参加いただき有難
うございました）、福増（９月３日ＩＭにご参加いただ
き有難うございました。北森隆文君入会おめでとうご
ざいます。今後のご活躍をお願いします）、市川（梶川
美月さん、韓国派遣ご苦労様でした。この体験を今後
の人生に生かしてください。北森隆文君入会おめでと
うございます。今後のご活躍を期待します）、山本（北
森隆文君入会おめでとう）、本城（上野インターアクト
クラブの皆さんようこそいらっしゃいました。今日は
よろしくお願いします）、伊藤（伊賀白鳳高校、上野高
校のインターアクト部の皆さんようこそお越しくださ
いました。インターアクト年次大会ご苦労様でした。
誕生日を自祝して）、廣澤（誕生日を自祝して。北森隆
文さんご入会有難うございます）、山口（ギア倶楽部８月
例会、優勝を自祝して）、神戸・北森徹（早退のお詫び）
の各君。
�卓話：クラブの日
　　　　「年次大会の報告」
　　　　上野高校　インターアクター２名
　　　　　梶川さんより「韓国派遣の報告」
　　　　伊賀白鳳高校　インターアクター２名

第3106回　29.9.12　曇
�点鐘：別所泰広会長
�司会：粟辻寛明君
�Song：「我等の生業」、「忘れな草をあなたに」
�ビジターズ：なし
�ゲスト：上野東小学校 校長　 仁保晋作氏
�出席報告：①本日の出席率　88.23％　欠席者=中森・
山口・稲濱・本城の４君。②前々回の修正　100％　メー
クアップ=榊原（地区インターアクト帰国報告会）、山下

（ＩＭ）、小坂（多治見）の３君。
�会長報告：＊東洋大学の桐生さん、100メートル９秒

上野ロータリークラブ　　例　会　記　録
98。本人の努力はもちろん。スタッフの力もあった。
＊仏様に願い事をしない方がいい。自分の努力が大切。
＊会員増強もお願いします。
�幹事報告：＊例会変更。
�委員会報告：なし
�ニコBOX：別所・福増（仁保晋作先生、卓話よろしく
お願いします）、神戸・北森徹（早退のお詫び）の各君。
�卓話：上野東小学校 校長　 仁保晋作氏
　　　　「外国とつながりのある児童・生徒の教育について」

第3107回　29.9.19　晴
�点鐘：別所泰広会長
�司会：粟辻寛明君
�Song：「日も風も星も」、「星影のワルツ」
�ビジターズ：なし
�ゲスト：龍谷大学名誉教授　戸上宗賢氏
�出席報告：①本日の出席率　83.33％　欠席者=川向・
磯山・市川・宮田・本城・神戸の６君。②前々回の修
正　97.22％　メークアップ=堀之内（ＩＭ）の１君。
�会長報告：＊100歳以上７万人。＊ゲストの戸上さん
は禅宗。武士の間で、江戸時代に禅宗が栄える。＊秋
の家族旅行の下見に行ってきました。参加よろしくお
願いします。
�幹事報告：＊新会員予定者３名の案内を明日のイン
フォメーションの後にします。＊例会変更。
�委員会報告：なし
�ニコBOX：戸上（上野東）（本日は、卓話でお邪魔に上
がりました。どうぞよろしくお願いします）、別所・福増・
稲濱・木津・吉岡・左橋（戸上先生、ようこそお越しく
ださいました。有難うございます。本日は卓話よろし
くお願いします）、北森徹（早退のお詫び）の各君。
�卓話：龍谷大学名誉教授　戸上宗賢氏
　「鈴木大拙の日本的霊性について」
　〜20世紀の知を偉人の行動に学ぶ〜

第3108回　29.9.26　晴
�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」、「昴─すばる─」
�ビジターズ：栗本・界外・岡田（上野東）の３君。
�ゲスト：なし
�出席報告：①本日の出席率　91.42％　欠席者=北森
隆文・山本禎昭・川向の３君。②前々回の修正　97.05％
　メークアップ=山口・本城（ＩＭ）、稲濱（土岐）の３君。
�会長報告：＊中国、北朝鮮は儒教の国。孔子が広め
る５つの守るべきお教えがある。和が大切である。
�幹事報告：＊9/20、新会員３名のインフォメーショ
ンを行った。＊伊賀鉄道、開業記念が伊賀図書館で行
われています。
�委員会報告：親睦委員・11/14親睦家族旅行と職場見
学、10/13申し込み締切。後日事務局から案内します。
�ニコBOX：別所（北森徹君卓話よろしくお願いしま
す）、木津（北森徹君卓話よろしくお願いします）、山
口（早退のお詫び）、岡田・界外・栗本（上野東）（本
日はお世話になります）の各君。
�卓話：新会員卓話・北森徹君 「伊賀茶について」


