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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

　平成31年１月15日（火）18時30分、本城会長の点鐘で創立記念例会がヒルホテルサンピア伊賀
で開会されました。会長挨拶では、今年度の職場見学と親睦家族会の紹介。京都南座にて「京
都ミライマツリ2019」見学と京都貴船で「川床料理」（夕食）で、５月に家族会に予定していま
すのでまだ南座の詳しい詳細が決まっていませんが楽しみにしていて下さいとのご挨拶があり
ました。次に連続・累積皆出席者表彰では、連続皆出席35年の桃井房夫さんをはじめとして表
彰され予定通りに式次は終了いたしました。
　稲濱会長エレクトの乾杯で懇親会が始まりました。記念コンサートとして「懐かしの昭和メ
ロディ」専門バンドTHE・Zees（ザ・ジーズ）による演奏を懇親会の間約１時間聞かせて頂き
ました。ザ・ジーズの活動の目的は伊賀地域を中心に老人ホームや福祉施設への慰問また地域
の敬老会や同窓会各種イベントの余興として皆様に生演奏を楽しんで頂き、ボランティア精神
で音楽活動を通して社会に貢献していきたいそうです。予定をしていた２時間もあっと言う間
に過ぎ終盤を迎え、「手に手つないで」を合唱して榊原副会長による閉会のご挨拶で終了いたし
ました。

創 立 記 念 例 会 開 催
クラブ管理委員会　副委員長　中森　良文
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５日　11：30　第８回定例理事役員会
　　　12：30　例会（3166）　クラブの日
　　　13：40　第２回次年度理事役員会

12日　12：30　例会（3167）
新会員卓話　松川英一君

19日　12：30　例会（3168）
新会員卓話　上島栄美子君

26日　12：30　例会（3169）
卓話　伊賀白鳳高校 陸上部監督
中武　隼一氏

2 月クラブ行事予定

▲クラブアッセンブリー（1/22）

▲ポールハリスフェローマルチプル表彰 
廣澤君（1/22） ▲ポールハリスフェロー表彰 　中森君（1/22）

▲卓話　㈱谷石材　代表取締役　谷　武尚氏（1/29）

▲菅原神社　新年参拝例会（1/8）

▲ポールハリスフェロー表彰 　中村君（1/22）

▲入会式　松川君、上島君（1/8）

〔告　　知　　板〕
◎ギア倶楽部
　２月21日（木）　ルート25ゴルフクラブ
◎２月生まれの会員
　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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　１月12日会員増強セミナーが津で開催され

ました。私は都合で欠席しましたが、前回の

セミナーと今回の資料等から学んだこと、考

えていく事を述べさせて頂きます。

　第2630地区として５年前の会員数3,051人

を底に以後毎年増加しており、今年度も半年

で69人の増加と順調に推移しております。

　入会推進の方策としての特効薬はありませ

んので地道な努力を続けるしかないと思いま

すが、まだ例会スタイルの変更等、当クラブ

で対応していない部分については今後検討し

ていく必要が出てくるかもしれません。

　今回のセミナーで力を入れていたのは退会

の防止についてで、他クラブでは入会２年以

内の退会者が多い傾向にあるそうです。当ク

ラブでは転勤等以外での新会員の退会はほと

んどありませんが、ここ数年女性を含め若い

方々の入会もあり、うちは大丈夫と油断する

ことなく十分に注意してみんなでケアしてい

きましょう。

　今後とも全員で会員増強の意識を持って情

報提供、勧誘等、何卒よろしくお願いします。

会員増強セミナーから考えること
会員増強委員長　山本　禎昭

創立記念例会　（1/15）
▲新会員挨拶　上島栄美子君

▲新会員挨拶　松川英一君

上野RCギア倶楽部1月例会成績表
2019年1月17日（木）於：伊勢中川カントリークラブ

RANK NAME OUT IN GROSS H.C NET

優勝

２位

３位

４位

５位

６位

７位

OP

48

56

52

53

52

54

59

45

53

50

54

51

59

56

60

54

101

106

106

104

111

110

119

99

11.0

15.0

15.0

10.0

13.0

11.0

19.0

19.2

90.0

91.0

91.0

94.0

98.0

99.0

100.0

79.8

本城　　髙

桃井　房夫

安田　年道

澤野　周勇

廣澤　浩一

山口　　隆

丸山　統正

松川　英一
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第3162回　31.1.8　晴
移動例会（菅原神社新年正式参拝例会）
例会場　菅原神社　11:00点鐘
�点鐘：本城髙会長
�司会：川向啓造君
�ビジターズ：なし
�ゲスト：なし
�会長報告：＊新年年頭挨拶。＊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：＊例会前10：30〜 社務所にて理事会を開
催しました。＊来週1/15　18：30〜 創立記念例会です。
�卓話：新年正式参拝

第3163回　31.1.15　曇
創立記念例会　18:30点鐘
�点鐘：本城髙会長
�司会：川向啓造君
�Song：「君が代」、「四つのテスト」
�ビジターズ：なし
�ゲスト：なし
�出席報告：①本日の出席率　97.14％　欠席者=南出・
宮田・堀之内の３君。②前々回の修正　92.11％　メー
クアップ=寺南（名張）の１君。
�誕生日祝い：山口・市川・桂（ソング）の３君。
�新会員紹介と挨拶：松川君・上島君の２名。
�会長報告：＊本日のアトラクショクのバンド（ザ・ジー
ズ）の紹介。家族会の案内（５月）川床料理と京都南座
の観劇。
�幹事報告：＊本日、新会員候補者のインフォメーショ
ンを開催。第７回理事役員会の報告。＊1/21 年会費が
自動引き落とし。1/22（火）例会前に会費集金。（12：
00〜12：30）＊1/22例会はクラブアッセンブリーです。
よろしくお願いします。＊１月ロータリーレート112円。
�委員会報告：なし
�ニコBOX：上村信恵夫人（上野東）（合同コンペ優勝さ
せていただき有難うございました。皆様の輝く素晴ら
しい新しいとなりますように）、本城（奥様方、いつも
お世話になります。日頃はロータリー活動に対しご理
解とご協力を頂いております事厚くお礼申し上げま
す）、粟辻（ザ・ジースの皆様、本日はよろしくお願い
します）、安田（前回、合同コンペにおいてギア倶楽部
の優勝を自祝して。有難うございました）、木津（川向君、
新発明商品おめでとう）、山口・市川（誕生日を自祝して）、
北森徹・北森隆文（本日、早退のお詫び）の各君。
�卓話：創立記念例会　ザ・ジーズ演奏

上野ロータリークラブ　　例　会　記　録
第3164回　31.1.22　曇
�点鐘：本城髙会長
�司会：川向啓造君
�Song：「それでこそロータリー」、「トロイカ」
�ビジターズ：長谷川（上野東）君。
�ゲスト：なし
�出席報告：①本日の出席率　91.66％　欠席者=福増・
別所・北森隆文の３君。②前々回の修正　97.14％　メー
クアップ=宮田・北森隆文（亀山）の２君。
�会長報告：＊沖縄、辺野古移設について、先々禍根
を残さないように対応してほしい。＊市役所の南庁舎
移設をよくよく考えてほしい。＊本日のクラブアッセ
ンブリーよろしくお願いします。
�幹事報告：＊例会変更
�委員会報告：なし
�ロータリーの友の読みどころ：木津君。
�ニコBOX：長谷川（上野東）（お邪魔します。本年もど
うぞよろしくお願いします）、稲濱（市川さん、堀之内
さん、日曜日、昨日の久美浜からの運転ご苦労様でした。
早退のお詫び）、南出（前回欠席と早退のお詫び）、宮田（連
続欠席と本日早退のお詫び）、木根（本日、早退のお詫び）、
神戸（本日、早退のお詫び。SAA全員早退で申し訳ござ
いません）の各君。
�卓話：クラブアッセンブリー

第3165回　31.1.29　曇
�点鐘：本城髙会長
�司会：川向啓造君
�Song：「それでこそロータリー」、「銀色の道」
�ビジターズ：なし
�ゲスト：㈱谷石材 代表取締役社長　谷　武尚氏
�出席報告：①本日の出席率　94.74％　欠席者=木根・
北森隆文の２君。②前々回の修正　97.37％　メークアッ
プ=宮田（上野東）の１君。
�会長報告：＊１月は職業奉仕月間です。幅広い職業会
員を増やし、充実した活動にしたい。
�幹事報告：＊米山・R財団の確定申告用の領収書が届
いていますので活用してください。
�委員会報告：なし
�ニコBOX：本城・粟辻・稲濱・榊原・小坂・福増・
山出（谷さん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）、市川（谷さん本日はようこそお越
しくださいました。固い石の話よろしくお願いします）、
山本禎昭（谷さん本日は有難うございます。今後とも色々
とよろしくお願いします）、南出（谷先輩、卓話よろし
くお願いします）、別所（前回、欠席のお詫び）の各君。
�卓話：㈱谷石材 代表取締役社長　谷　武尚氏
　　　　「終活について」

＊墓石ができるまで。＊様々なお墓の紹介。
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