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上野ロータリークラブ

MONTHLY 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４月30日、ゆめドームうえのに於きまして、中勢・伊賀グループ「ボッチャ大会」を開
催しました。
　この競技は、スペシャルオリンピックスと呼ばれる、知的発達障がいのある人の自立や社会
参加を目的として、日常的なスポーツプログラムや、成果の発表の場としての競技会を提供す
る国際的なスポーツ組織が開催する中の一つです
　１チーム３〜６人で行なうボール投げの競技で、２チームが青と赤に分かれ、テニスコート
のような枠の中にそれぞれ10個の手毬のようなボールをジャックボールと呼ばれる大きめの白
玉めがけて投げ合い、その白玉に近いボールを投げた方が勝ちとなります。
　昨年９月、津ロータリークラブがＩＭの場で紹介され、試技がなされましたが、この競技が
ＩＭ参加者の注目となり、研修後のアンケートでは、ロータリークラブの社会奉仕と親睦を兼
ねた大会との評価を得ました。
　今年１月13日の会長幹事会にて、この結果を踏まえて、宮上史郎ガバナー補佐が音頭を取り
中勢・伊賀グループ８クラブによる毎年１回のグループ定例大会として継続する事を提案され、
満場一致で承認されました。
　今般第１回大会が上野ロータリークラブ主催にて開かれ、多くのメンバーの参加の得て、無
事成功裏に終えることが出来ました。
　ご協力いただきました上野ロータリークラブの皆様には心から感謝を申し上げ、さらに、こ
の会が継続され、地域にまで広まり、多くの知的発達障がいの皆様にスポーツをする喜びと、
私もやれば出来るとの自信を持っていただければ幸いです。

中勢・伊賀グループ「ボッチャ大会」開催
上野ロータリークラブ会長　別所　泰広
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6 月クラブ行事予定 〔告　　知　　板〕

５月例会の一コマ

５日　11：30　第12回理事役員会
　　　12：30　例会（3137）クラブの日
　　　　　　 新会員卓話　安田年道君
　　　13：40　第６回次年度理事役員会
12日　12：30　例会（3138）新会員卓話　木根英男君
19日　12：30　例会（3139）クラブアッセンブリー
26日　18：30　例会（3140）
　　　　　　 最終夜間例会　クラブ管理委員会

◎はぐるま会春季大会（ギア倶楽部６月例会）
　６月10日（日）　榊原温泉ゴルフ倶楽部
◎ポリオ街頭募金　
　６月18日（月）・20日（水）　イオン伊賀上野店
◎６月生まれの会員
　４日　丸山　統正君　６日　山本ヒサ子君
　９日　川向　啓造君　20日　神戸　安男君

▲卓話　西田整形外科医院
院長　西田　誠氏（5/15）

▲小坂君　米山奨学生カウンセラー委嘱状授与
（5/8）

▲卓話　伊賀文化産業協会
専務理事　福田和幸氏（5/22）

▲中勢・伊賀グループガバナー補佐　宮上史郎氏（5/29） ▲卓話　伊賀市役所生活支援課主幹　二階堂　樹氏（5/29）

▲廣澤君　県民功労者表彰（5/8） ▲米山奨学生　万華さん（5/8）
▲ギア倶楽部４月例会優勝　伊藤君

（5/8）
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第25回ガバナー杯野球大会の報告
新会員　木根　英男

　５月19日（土）岐阜県瑞浪市内２球場にて、
瑞浪、熊野、伊勢、伊勢中央、松阪山桜、鈴
鹿シティ、上野東・上野合同の８RC ７チー
ムにより第25回ガバナー杯野球大会が開催さ
れました。田山ガバナー代理の岐阜東濃グ
ループガバナー補佐の佐藤八郎氏の始球式に
始まり各２試合を行い勝率・得失点差により
順位が決定、熊野RCが優勝されました。
　我がクラブは上野東RCとの合同チームで
上野８名、上野東５名の計13名でチームを結
成し、１試合目は熊野、２試合目は鈴鹿シティ
と対戦しました。残念ながら２試合とも敗れ、
得失点差により全体最下位となりましたが、
稲濱監督はじめチーム全員で１球の動向に注
目し、声を上げ、盛り立て、互いの状況を確
認し助け合い、最後まであきらめず戦い抜き
ました。
　参加チームの試合に臨む姿は、親睦の建前
とは裏腹に真剣そのもので、常に次の塁を狙
う姿勢には勝負に対する強い思いを感じまし
た。同時に、相手チームのプレイに対しても
称賛、応援する雰囲気にロータリアンらしさ
を感じる大会でした。
　試合後、会場を瑞浪高原ゴルフ倶楽部に移
し、入浴、懇親会と大いに親睦を深めました。
表彰式では市川投手がチームのＭＶＰに選出

されました。１試合目４回、２試合目５回の
計９回を200球以上、尻上がりに調子を上げ
る熱投で２試合を完投。MVPに相応しい活
躍でした。来年は伊勢の地で開催されるとの
こと、来年こそは勝利の美酒を味わえるよう
に、今から準備していきたいと思いますので
会員の皆様、応援の程何卒よろしくお願いい
たします。

ギア倶楽部　５月例会成績
2018年５月24日（木）　於：タラオカントリークラブ
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余野部　猛

安田　年道

稲濱　建夫

本城　　髙

丸山　統正

山下　雅一

澤野　周勇

山口　　隆

福田　豊治

桃井　房夫

今岡　睦之
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第3133回　30.5.8　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：米山奨学生　万華さん
�出席報告：①本日の出席率　92.5％　欠席者=宮田・
堀之内・市川の３君。②前々回の修正　100％　メークアッ
プ=廣澤・小坂・北森徹・北森隆文（地区協議会）の４君。
�誕生日祝い：今岡・粟辻・山本禎昭の３君。
�会長報告：＊4/30のボッチャ大会協力のお礼と地域
の浸透を願います。＊藤堂高虎・明智光秀の話。＊ロー
タリー財団寄付のお願い。
�幹事報告：＊理事役員会の報告。＊ボッチャ大会協
力のお礼。＊廣澤さんの県民功労者表彰のお祝い。＊
5/1〜9/30　クールビズです。＊6/18・6/20　ポリオ街
頭募金をイオン伊賀上野店にて予定です。＊ロータリー
レート５月１ドル108円。＊例会変更。
�委員会報告：＊ギア倶楽部４月例会優勝表彰　伊藤
君。＊ガバナー杯野球大会の連絡（リングス会費）。
�ニコBOX：別所（万華君、一緒にロータリー生活を楽し
みましょう）、福増（4/30ボッチャ大会皆様のご協力により
終えさせていただきました。米山奨学生の万華君これから
宜しくお願いします）、小坂（万華さんようこそ。宜しくお願
いします。２週連続欠席のお詫び）、今岡・山本禎昭・粟
辻（誕生月を自祝して）、伊藤（４月ギア倶楽部、優勝祝
して）、本城（本日、早退のお詫び）、余野部（前回ネーム
プレートを持ち帰ってしまいました）の各君。
�ロータリーの友読みどころ：中坂君
�卓話：クラブの日
　　　　米山奨学生　万華さん　自己紹介

第3134回　30.5.15　晴
�点鐘：別所泰広会長
�司会：粟辻寛明君
�Song：「日も風も星も」、「東京ラプソディー」
�ビジターズ：なし
�ゲスト：西田整形外科医院　院長　西田誠氏
�出席報告：①本日の出席率　89.47％　欠席者=宮田・
稲濱・南出・北森隆文の４君。②前々回の修正　100％
メークアップ=4/24受付で９君メイク。
�会長報告：＊初夏の話。良い季節になります。楽し
みましょう。＊新そばの話。
�幹事報告：＊5/8新旧引き継ぎ会。＊5/13インターアク
ト教師部会。5/19名張ロータリークラブ55周年記念例会。
お祝い金50,000円です。＊5/19ガバナー杯野球大会です。
�委員会報告：国際・青少年奉仕山下委員長より　青少
年交換のプログラム　海外留学生募集の連絡について。
受け入れ2019年８月〜。
�ニコBOX：別所・福増・木津・榊原・磯山・廣澤・山口

（西田先生、本日は卓話よろしくお願いします）、市川（西
田先生、本日はようこそお越し下さいました。いつもお世
話になり有難うございます）、中村・余野部（早退のお詫び）
の各君。
�卓話：西田整形外科医院　院長　西田誠氏
　　　　「戦争と俳句」

＊弾圧された俳人。戦争を批判した俳人俳句　
＊不戦の思いを俳句弾圧不忘の碑。44人が罰
せられる。

上野ロータリークラブ　　例　会　記　録
第3135回　30.5.22　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」、「てんとう虫のサンバ」
�ビジターズ：小林（上野東）の１君。
�ゲスト：伊賀文化産業協会専務理事　福田和幸氏
�出席報告：①本日の出席率　82.5％　欠席者=稲濱・
本城・市川・山本禎昭・山本ヒサ子・堀之内・磯山の
７君。②前々回の修正　97.5％　メークアップ=市川（ガ
バナー杯）・堀之内（地区協議会）の２君。
�会長報告：＊九品寺阿弥陀仏について。＊継続は力
なり。最後までよろしくお願いします。
�幹事報告：＊5/19のガバナー杯野球大会について。
＊バナーの案内。＊例会変更。
�委員会報告：次期幹事より　会員名簿の確認表を回
します。
�ニコBOX：別所・福増・吉岡・木津・左橋・山出・
中村・小坂（福田様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）、石橋（福田城代家老を
お迎えして卓話よろしくお願いします）、伊藤（ガバナー
杯野球大会お疲れ様でした。１日楽しく過ごせました）、
川向（早退のお詫び）、南出（先週欠席のお詫び）の各君。
�卓話：伊賀文化産業協会専務理事　福田和幸氏
　　　　「横光利一とふるさと伊賀」
　　　　＊生涯、故郷を求めた作家である。

第3136回　30.5.29　曇り
�点鐘：別所泰広会長
�司会：粟辻寛明君
�Song：「四つのテスト」、「知床旅情」
�ビジターズ：なし
�ゲスト：伊賀市役所生活支援課主幹　二階堂　樹氏
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　86.48％　欠席者=稲濱・
市川・木根・榊原・北森徹の５君。（2）前々回の修正
97.37％　メークアップ=稲濱（地区協議会）・南出・北
森隆文（名張）の３君。
�会長報告：＊大相撲「千代の国」の話。＊ロータリー
財団寄付のお願い。
�幹事報告：＊5/26 会員増強セミナーについて。＊次
年度免除申請の受付。＊例会変更。＊上野東RCより
例会場・事務局変更の案内が来ています。
�委員会報告：なし。 
�宮上ガバナー補佐挨拶：＊ボッチャ大会のお礼。＊会員
増強を上野RCは頑張ってくれました。＊廣澤さんへ県民
功労者表彰のお祝いの言葉。
�ニコBOX：宮上ガバナー補佐（津）（本日はガバナー補
佐として、期末の例会訪問にお邪魔を致しました。少々早
いですが１年間誠に有難うございました。上野RCの益々
の発展を心よりご祈念申し上げます）、別所・福増（宮上
ガバナー補佐様、ようこそお越しくださいました。二階堂
様、本日卓話よろしくお願いします）、山出（二階堂様、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。宮上ガバナー補佐、ボッチャ大会ご苦労様でした）、
小坂（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、よろしくお願い致します）、澤野・山口・神戸（早退
のお詫び）、山本禎昭・山本ヒサ子（前回欠席のお詫び）
の各君。
�卓話：伊賀市役所生活支援課主幹・二階堂 樹 氏
　　　　「伊賀市における生活困窮者支援について」

＊住みやすい地域を作っていく事。＊仕事を
する場所を作る。＊生活困窮者とは・・事例
を交え紹介。
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