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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

　去る１月16日（火）、８名のご夫人方にもご参加いただき、第65回創立記念例会を盛大に開催
させていただきました。
　粟辻副幹事司会のもと、別所会長点鐘のあと、誕生祝、連続・累積等の表彰が行われ、その
後懇親会を実施しました。
　今回は、懇親会のアトラクションとして、当クラブ創立例会のために結成されたバイオリン、
ピアノ、アルトサックスのアンサンブルトリオ「ゆトリオ」に演奏を依頼し、乾杯前に３曲演奏
していただきました。川崎事務局員の司会により出演者も気分よく演奏できたことと思います。
　本城エレクトのご発声による乾杯のあと、和気あいあいとご歓談いただき、その間「ゆトリオ」
のメンバーによる演奏13曲が披露されました。途中、吉岡会員が演奏者のところに行かれるハ
プニングもあり、盛り上げていただきました。
　その後、恒例の「手に手つないで」に続き、稲濱副会長による中締め、最後は別所会長点鐘
により例会を閉めていただきました。
　無事に例会を終えさせていただきましたのも会員皆様のご協力の賜物と感謝申し上げますと
ともに、「ゆトリオ」（メンバーのうち２名が私どもの職員）の演奏を温かく見守っていただき、
ありがとうございました。最後に、会場設営や食事等、サンピアさんには特別のお取りはから
いを頂き、鹿野、井本両会員には感謝申し上げます。

第 65 回 創 立 記 念 例 会
親睦担当　磯山　喜広
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創立記念例会　（1/16）

６日　11：30　第８回定例理事役員会
　　　12：30　例会（3123）　クラブの日

新会員卓話　南出政彦君
　　　13：40　第２回次年度理事役員会
13日　12：30　例会（3124）

新会員卓話　北森隆文君
「庭の楽しみ方」

20日　12：00　例会（3125）
卓話　岡波総合病院老人専門介護士
市川智子氏　「老後の健康」

27日　　　　 公認休会

2 月クラブ行事予定

▲米山功労表彰　木津君（第５回）　丸山君（第４回）

▲卓話　社会福祉法人維雅幸育会
理事　奥西利江氏（1/30）

▲菅原神社新年正式参拝例会（1/9）

▲連続15年皆出席表彰　山本君

▲ギア倶楽部　12月例会優勝（上野・上野東合同）
廣澤君（1/23） ▲クラブアッセンブリー（1/23）

〔告　　知　　板〕
◎新会員研修セミナー　
　２月12日（祝）　13：30点鐘　於　名鉄グランドホテル
◎職業奉仕研修セミナー
　２月25日（日）　13：00点鐘　於　岐阜都ホテル
◎ギア倶楽部
　２月11日（日）　榊原温泉ゴルフクラブ
◎２月生まれの会員
　２日 𠮷岡　正巳君　10日 余野部　猛君
　20日 安田　年道君　26日 桃井　房夫君
　22日 左橋　京子さん（ソング）

１月例会の一コマ
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　平成30年１月13日（土）会員増強セミナー
がホテルグリーンパーク津において開催さ
れ、別所会長、福増幹事と共に参加しました。
　山本和央会員増強部門委員会委員長の点鐘
に始まり、特別出席者の紹介の後、田山雅敏
2630地区ガバナーが挨拶されました。
　田山ガバナーによれば、2017年11月末現在
と断った上、地区全体で119名の増加、その
内三重県は49名の増で、現在の女性会員の数
は、岐阜63名に対し、三重は96名である旨の
報告がされました。
　続いて、山本委員長の挨拶と趣旨説明の後、
村橋カウンセラーからパワーポイントを利用
して、『会員純増３％を目指す！（女性会員
の増強について）』と題する講演が行われま
した。
　その中では、女性会員の増強に努める必要
性が述べられ、そもそも、ＲＩの定款、細則
には、「ＲＩの会員は男性に限る」となって
いたことから、女性はロータリーメンバーに
なり得ませんでした。時は1980年代初頭、カ
リフォルニア最高裁、合衆国最高裁におい
て、ＲＩは業務目的を有する公衆（参加）型
の団体組織であって，婦人の入会勧奨だけで、
ロータークラブの設立許可を取り消せないと
判じ、1989年規定審議会で、全てのロータリー
クラブの定款から「男性に限る」の条項が削
除することが決議され、以降女性の入会が認
められています。
　現在、世界のロータリーメンバーの内、約
25％が女性で、日本では８％の女性が活躍し
ています。また、三重は６％、岐阜３％が女
性会員であることも紹介されました。女性会
員がいることで、クラブは明るく活気にあふ
れ、奉仕や社会貢献に参加意欲が増えること
が期待でき、この際男性会員の意識を変え、
女性会員７％を達成しようと叫ばれました。
　昼食を挟み、午後からはグループ別分科会
が開催され、各分科会では、グループガバナー
補佐から、会員増強部門委員会が実施したア
ンケート調査の集計結果の報告や、各クラブ
の実情、出席会員の入会動機などの紹介がさ
れました。
　その後、全体会議で各分科会の報告や剣田
直前ガバナーからの講評などが行われ、予定

2017-18年度
会員増強研修セミナー（三重県）に参加して

会員増強委員長　神戸　安男

ニアピン　No. 4　余野部　猛　　No. 7　山口　　隆
　　　　　No.11　井本　治見　　No.14　井本　治見

上野RCギア倶楽部1月例会成績表
2018年1月18日（木）於：伊勢中川カントリークラブ
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余野部　猛

山口　　隆

別所　泰広

今岡　睦之

本城　　髙

澤野　周勇

桃井　房夫

廣澤　浩一

丸山　統正

井本　治見

福田　豊治

より少し早く閉会点鐘によりセミナーは終了
しました。
　上野ロータリークラブは、現段階で、2630
地区が目指す会員純増３％の目標に充分達し
ているものの、年度末に掛けて、退会防止に
努めると共に、更に積極的に会員増強に取り
組みたいと思いますので、会員各位のご協力
をお願いいたします。
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第3119回　30.1.9　晴
早朝例会（菅原神社新年正式参拝例会）
例会場　菅原神社　8:30点鐘
�点鐘：別所泰広会長
�司会：粟辻寛明君
�ビジターズ：なし
�ゲスト：なし
�会長報告：＊新年年頭挨拶。＊１月５日上野商工会
議所賀詞交歓会、田山会頭の話。＊伊賀市新庁舎移転
に伴う市の活性化。JR関西線が京都まで伸延。＊観光
業の普及など、今年は実行に移す年。＊会長の任期、
あと半年です。ご協力をよろしくお願いします。
�幹事報告：＊この後９：00〜社務所にて理事会を開催
します。
�卓話：新年正式参拝

第3120回　30.1.16　晴
創立記念例会　18:30点鐘
�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：なし
�出席報告：①本日の出席率　95.00％　欠席者=宮田・
榊原の２君。②前々回の修正　94.87％　メークアップ
=市川（亀山）の１君。
�誕生日祝い：磯山・山口・市川・桂（ソング）の４君。
�連続皆出席表彰：連続15年　山本禎昭君。
�会長報告：＊65回目の創立記念例会です。＊会長の任
期も半年過ぎました。会員増強３％目標でしたが、６名の
入会で７％達成しました。＊１月13日の会員増強セミナー
に参加しました。三重の33クラブで、49名の増員です。
�幹事報告：＊第７回理事役員会の報告。＊1/22に会
費自動引き落としされます。1/23下期会費納入の集金
に来られます。1/23例会はクラブアッセンブリーです。
＊2/12地区新会員研修セミナー開催。＊2/25地区職業
奉仕研修セミナー開催。＊１月行事予定。＊ロータリー
レート１月１ドル114円。＊例会変更。
�委員会報告：なし
�中森君より葬儀会葬のお礼
�ニコBOX：別所（ご婦人の皆様、本日はご参加いただ
き有難うございます）、福増（本日の創立記念例会、親
睦委員の方々ご設営有難うございます）、中森（先日は
父の通夜、告別式にご心配いただき有難うございまし
た）、左橋（私が尊崇する西郷南州翁を主人公とした大
河ドラマが始まりました。今年１年間楽しみです）、空
森（夜間例会のみの出席で申し訳ありません）、磯山（誕
生月を自祝して、「ゆトリオ」の皆さん演奏よろしくお
願いします）、市川（本年もよろしくお願いします。誕
生月を自祝して）、山口（誕生月を自祝して）、堀之内（早
退失礼します）、山下（早退のお詫び）、山本禎昭（今年
もニコBOXよろしく）の各君。
�卓話：「ゆトリオ」の演奏（アルトサックス・ピアノ・バイオリン）

上野ロータリークラブ　　例　会　記　録
第3121回　30.1.23　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」、「雪の降る街を」
�ビジターズ：界外（上野東）の１君。
�ゲスト：なし
�出席報告：①本日の出席率　92.11％　欠席者=福増・
磯山・神戸の３君。②前々回の修正　94.59％　メーク
アップ=なし。
�会長報告：＊昨日の大雪の話。＊本日はクラブアッ
センブリーです。各委員長よろしくお願いします。
�幹事報告：＊本日は福増幹事が欠席の為、次週に行
います。例会変更。
�委員会報告：ギア倶楽部12月合同コンペ　12月例会
優勝　廣澤君。
�ニコBOX：界外（上野東）（上野東ＲＣです。本日よろ
しくお願いします）、廣澤（12月月例の優勝を自祝して）、
別所（各委員長の皆様、アッセンブリーよろしくお願い
します）、北森隆文（前回創立記念例会に遅参のお詫び）、
榊原（前回創立記念例会欠席と本日早退のお詫び、腰痛
の為着席できないかもわかりません。申し訳ありませ
ん）の各君。
�卓話：クラブアッセンブリー

第3122回　30.1.30　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」、「雪国」
�ビジターズ：小林（上野東）の１君。
�ゲスト：社会福祉法人維雅幸育会　理事　奥西利江氏
�出席報告：①本日の出席率　100％　欠席者なし。②
前々回の修正　97.5％　メークアップ=榊原（上野東）の
１君。
�会長報告：＊平成の時代について。震災、災害の歴史。
平成の後、平和、安久、安平など新年号の候補があるら
しいです。
�幹事報告：＊2/6の第8回理事役員会案内。＊例会変更。
�委員会報告：出席小委員長より　上半期の出欠の確
認表を回します。
�ニコBOX：小林（上野東）（よろしくお願いします）、
福増（母の葬儀に際し、お忙しい中会員の皆様にご会葬
いただき有難うございました。先週欠席のお詫び）、別
所・伊藤・市川（奥西さんようこそお越しくださいました。
本日卓話よろしくお願いします）、今岡・木津（奥西さ
ん卓話有難うございます）の各君。
�卓話：社会福祉法人維雅幸育会　理事　奥西利江氏
　　　　「障がいのある人たちの社会活動について」

＊1988年にひまわり作業所を開所。＊障がい
者のことを知ってほしい。＊４事業所に70人
就労。＊働く訓練よりも、働ける環境づくり
に重きをおく。＊人を育てるとは「人を育て
る人を育てる」ということ。


