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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

　５月25日（土）京都への職場見学親睦家族会が実施されました。一番気がかりだったお天気は、
本城会長のこの旅行にかける意気込みの強さの表れのような晴マーク。ホテルオークラでの中華料理
のランチ、改修工事を済ませたば
かりの南座の新企画「ミライマツリ」
を楽しみ、京都御所見学、貴船ひ
ろやでの川床料理と盛りだくさんの
行程で、楽しい一日を過ごさせて
いただきました。ご担当くださった
方 、々ご参加の皆様お疲れさまで
した。

職場見学「親睦家族会」
山本　ヒサ子
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6 月クラブ行事予定 〔告　　知　　板〕

５月例会の一コマ

４日　11：30　第12回理事役員会
　　　12：30　例会（3182）クラブの日
　　　13：40　第６回次年度理事役員会
11日　12：30　例会（3183）クラブアッセンブリー
18日　12：30　例会（3184）
　　　　　　 卓話　伊賀ＦＣくの一三重
　　　　　　 ゼネラルマネージャー 山下恭典氏
25日　18：30　例会（3185）
　　　　　　 最終夜間例会　クラブ管理委員会

◎ポリオ街頭募金
　（伊賀白鳳高校・上野高校インターアクト部）
　６月19日（水）・24日（月）　イオン伊賀上野店
◎６月生まれの会員
　４日　丸山　統正君　９日　川向　啓造君
　12日　上島栄美子君　20日　神戸　安男君
　22日　山本ヒサ子君

▲中勢・伊賀グループガバナー補佐　西田重好氏（5/21）

▲木津君　ロータリーの友誌読みどころ（5/7）

▲親睦家族会（5/25）

▲卓話　伊賀警察署生活安全係長　服部元彦氏（5/14）
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第26回ガバナー杯野球大会
副幹事　川向　啓浩

　令和元年５月18日（土）、朝起きるとやや強
い雨が断続的に振りつづいていました。今日
は2630地区の第26回ガバナー杯野球大会の日
です。試合が出来るんだろうかという心配を
しつつ、上野・上野東ロータリークラブ合同
チームが、会場である伊勢ダイム球場へと向
かいました。
　南に向かうにつれて空はだんだんと晴れて
きて、球場についてみると第一試合が熱戦を
繰り広げていました。サブグランドで軽く
ウォーミングアップをしていざ出陣。
　第一試合の相手は強豪の熊野ロータリーク
ラブ。昨年18-0で大敗、ノーヒットに抑えら
れた相手です。何とか１点取りたい……。メ
ンバー一丸となってかかっていきましたが結
果は17-0。しかしながら今年は内野安打でし
たがヒットを打つことができました。やはり
熊野は強い。
　続く第二試合もかなりの強豪鈴鹿シティク

ラブ。今度こそ何とか点を取ろうと、頑張り
ました。そして一回の裏喜びの時が来た。待
望の得点２点が入った。二回にも１点を追加、
上野クラブとしては何年ぶり？かの得点でし
た。結果は16-3の大敗でしたが、本当に素晴
らしい一日でした。なお、各クラブから一名
選出されるMVPには、紅一点初参加の上嶋
栄美子さんがえらばれました。

ギア倶楽部　５月例会「はぐるま会」順位表
2019年５月17日（金）　於：ローモンドカントリー倶楽部

RANK NAME GROSS H.C NET

優勝

２位

３位

４位

５位

６位

７位

８位

９位

84

103

94

104

105

98

95

107

104

12

20

10

19

16

9

5

14

9

72

83

84

85

89

89

90

93

95

桃井　房夫

山本　禎昭

澤野　周勇

丸山　統正

今岡　睦之

山口　　隆

本城　　髙

福田　豊治

安田　年道

はぐるま会　団体賞は準優勝でした。
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第3178回　2019.5.7　晴
�点鐘：本城髙会長
�司会：川向啓造君
�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　92.11％　欠席者=北森
徹・市川・堀之内の３君。②前々回の修正　94.59％　メー
クアップ=福森（名張）・北森隆文（地区協）・山口（上野東）
の３君。
�誕生日祝い：寺南・今岡・栗辻・山本の４君。
�会長報告：＊平成の時代の事件（新聞より）
�幹事報告：＊第11回理事役員会の報告。＊2019-2020
年度理事委員会メンバー表について。＊新会員の紹介。
＊5/1〜9/30 クールビズ。＊次期会員増強セミナー。＊
桜をテーマとした絵画、俳句の募集について。＊イン
ターアクト教師懇談会について。＊ポリオ募金　6/19
白鳳高校　6/24上野高校。＊伊賀市市民花火の協賛金
について。＊５月ロータリーレート110円/ドル。＊５月、
６月予定報告。
�委員会報告：＊野球同好会14日16：30〜18：30練習（し
らさぎ公園野球場）。＊6/29（土）甲子園大会開催募集
について。＊次年度会長より各委員会開催のお願いに
ついて。
�ニコBOX：今岡・栗辻（お誕生日を自祝して）、寺南（お
誕生日を自祝して、4/23欠席のお詫び）、山本（お誕生
日を自祝して、本年も伊賀市民花火大会のご協賛何卒
よろしくお願い致します）の各君。
�卓話：木津雑誌委員長よりロータリー友誌の読みど
ころ紹介

第3179回　2019.5.14　晴
�点鐘：本城髙会長
�司会：川向啓造君
�Song：「我等の生業」、「バラが咲いた」
�ビジターズ：なし
�ゲスト：伊賀警察署生活安全係長　服部元彦氏
�出席報告：①本日の出席率　86.11％　欠席者=稲濱・
安田・木根・寺南・南出の５君。②前々回の修正　
97.44％　メークアップ=市川（鈴鹿シティ）、安田・寺
南（名張）、上島（地区協）の４君。
�会長報告：＊400年の歴史をもつ京都南座の運営には
創意工夫がされています。＊５月25日の家族会にはて
るてる坊主をよろしく。
�幹事報告：＊例会終了後にインフォメーション（新会
員の面接）をします。＊例会変更。
�委員会報告：なし
�ニコBOX：本城（服部様、今日はご多忙の中ありがと
うございます）、栗辻（服部元彦様、本日の卓話を楽し
みにしております）、市川（服部生活安全係長、本日の
卓話よろしくお願いします）、堀之内（5/7例会欠席のお

上野ロータリークラブ　　例　会　記　録
詫び）の各君。
�卓話：伊賀警察署生活安全係長　服部元彦氏
　　　　「特殊詐欺　振り込め詐欺に注意」

第3180回　2019.5.21　くもり
�点鐘：本城髙会長
�司会：川向啓造君
�Song：「日も風も星も」、「花のメルヘン」
�ビジターズ：なし
�ゲスト：中勢・伊賀グループ　ガバナー補佐　西田重好氏
�出席報告：①本日の出席率　94.59％　欠席者=福増・
北森隆文の２君。②前々回の修正　94.74％　メークアッ
プ=市川（武生府中）の１君。
�会長報告：＊はぐるま会（津北RCホスト）で上野RC
２位。＊高齢者の労働災害増加。
�幹事報告：＊5/25（土）家族旅行に関して　ヒルホテ
ルサンピア伊賀　9：45出発。＊5/25、午前中ヒルホテ
ルサンピア伊賀フロントで、5/28、12：00-12：30　ヒ
ルホテルサンピア伊賀フロント及び、事務局にて家族
会（早朝例会）欠席の方はメイク受付します。
�委員会報告：＊野球部 ガバナー杯野球大会の報告（６
チーム対戦）敗戦６位。＊上島さんからチームのMVP賞の
喜びのことば。
�ニコBOX：西田（中勢・伊賀グループガバナー補佐）
(本日、期末最終に寄せていただきました）、木根（先日
出版されました「ミシュランガイド愛知・岐阜・三重
2019 特別版」に「そらや」が掲載頂きました。ありが
とうございました。また、木津さんが手がけられたチッ
タさんもビブグルマンとして掲載されていました。お
めでとうございます）、上島（ガバナー杯野球大会でチー
ムのMVP賞を頂きました。ありがとうございました。
皆様お疲れ様でした）、中村（西田AG一年間ご苦労様で
した）、榊原（西田ガバナー補佐１年間ありがとうござ
いました。今後もよろしくお願いします）、稲濱（西田
ガバナー補佐１年間ご苦労様でした）本城（西田ガバナー
補佐様、今日はよろしくお願いします）、栗辻（西田ガ
バナー補佐ようこそ。早退のお詫び）、寺南・南出（先
週欠席のお詫びとして）、北森徹・山口（早退のお詫び）
の各君。
�卓話：中勢・伊賀グループ　ガバナー補佐　西田重好氏

第3181回　2019.5.25　晴
早朝例会（親睦家族会）9：30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：＊今日の家族会、参加有難うございます。
楽しんでください。
�幹事報告：なし
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