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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

　入会25年目を迎え、今
回、この伝統ある上野ロ
ータリークラブの会長を
お引き受けすることは、
身の引き締まる思いで
す。1954年生まれの私、
その年に上野ロータリー
クラブが創立しスタート
しました。自分の歳と共

に上野ロータリークラブが年月を積み重ねていく事
に親しみを感じて活動してきました。微力でありま
すが、クラブの発展のため、全力を尽くしたいと考
えていますので、ご指導ご鞭撻をよろしくお願い申
し上げます。
　本年度のRI会長マーク・ダニエル・マローニー
は「ロータリーは世界をつなぐ」2019年2020年度の
テーマとされました。私たちロータリアンは、世界
で、地域社会で、そして自分自身の中で、持続可能
な良い変化を生むために、人びとが手を取り合って
行動する世界を目指します。
　当地区の辻正敏ガバナーは「総天然色」を地区テ
ーマに挙げています。すべてのロータリアンが（総）、
それぞれの空の下で（天）、しっかり思いを込めて
行動し（然）、それぞれの色を醸し出す（色）との
ことです。具体的な目標として、①組織の維持を考
えた会員増強と拡大（ロータリーをなくさないため
に）②ロータリー財団に対する理解の増進（世界中
でよいことをするために）③青少年プログラムへの
積極参加（未来のロータリアンのために）④国際ロ
ータリー及び国際ロータリー会長賞への挑戦（今の
評価のために）を示しています。また、各クラブに

「クラブ研修リーダー」を設けて、クラブの中で会
員に地区委員会の内容を研修させてくださいとの事
です。
　自身24年のロータリー活動の中で、ロータリーの
理念「職業奉仕」に思い馳せて過ごしてきましたが、
職業を通じて地域のリーダーになって、地域に貢献
していくことによって、職業奉仕・社会奉仕・国際
奉仕につながります。それがロータリアンとしての
使命であると考えています。今、身近な地元地域か

ら働きかけ、もう一度ロータリークラブの活動をア
ピールし、若者が将来ロータリークラブに入りたい
と思われるよう、ロータリアンとして努力・行動を
していきたいと考えます。
　このような、ＲＩ会長・地区ガバナーの方針を受
けて、上野ロータリークラブの本年度の方針を述べ
させて頂きます。

１．クラブ管理委員会
◦伝統を受けついだ例会の中にも、楽しい充実

した例会を行なう。
　（移動例会・例会時間の検討）
◦会員同志、家族も含めて、親睦の輪を広げる

ため、多くの人が参加できる親睦家族会を行
なう

２．会員増強委員会
◦入れ替わりの中で会員45名を目標に増員を目

指します。
◦ここ1 〜 2年新会員が多数入会したことに関

して、新会員からロータリーの思い考え意見
を聞く懇談会を行なう。

３．職業奉仕・社会奉仕委員会
◦「青少年に夢を」に少年野球教室を引き続き

行います。青少年奉仕委員会と協力
◦「高齢者に生きがいを」高齢者健康体操教室

を引き続き行います。
◦高等学校への出前講義を協力

４．広報委員会
◦上野ロータリークラブ活動のＰＲに努める。

５．青少年奉仕・国際奉仕委員会
◦インターアクトクラブを支援し、上野ＲＣ会

員との交流を図る。
◦高等学校のクラブ活動・授業等に出前講義を

行ないロータリークラブの活動・奉仕の理念
を講義しロータリーのPRを図る。

◦「青少年に夢を」に少年野球教室を引き続き
行います。

◦ロータリー財団・米山奨学金への協力を行い
ます。

2019年～2020年度 クラブ活動の基本方針
会　長　稲濱　建夫
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2019年
７月23日（火）　クラブ協議会
８月４日（日）〜５日（月）
　　　　　　　インターアクト年次大会
９月４日（水）　名張・名張中央・上野・上野東合同例会
　　　　　　　（ガバナー公式訪問）
９月17日（火）　上野・上野東合同例会
９月29日（日）　中勢・伊賀分区 インターシティミーティング
11月16日（土）〜17日（日）
　　　　　　　国際ロータリー第2630地区大会
12月19日（木）　上野・上野東合同例会
2020年
１月21日（火）　創立記念例会
３月17日（火）　上野・上野東合同例会

2019 〜 20 年度行事
２日　11：00　第１回定例理事・役員会   
　　　12：30　例会
８日　12：30　会長年頭挨拶　入会式

９日　12：30　例会
８日　12：30　クラブアッセンブリー
８日　12：30　各委員長事業計画説明

16日　12：30　例会
８日　12：30　収支予算決算報告・定款細則説明

23日　12：30　例会
８日　12：30　松田ガバナー補佐訪問

30日　18：30　夜間例会

7 月クラブ行事予定

◎会費納入について
　前期会費　130,000円
　７月16日（第３例会日）に徴収します。
　銀行振替納入の方
　（7月19日　自動引き落とし）
　振込みの方は北伊勢上野信用金庫上野営業部
　普通預金411349　上野ロータリークラブ　
　７月31日までにお願い致します。
◎地区ロータリー財団委員会セミナー開催
　７月13日（土）　岐阜グランドホテル
◎地区クラブ研修リーダーセミナー開催
　７月27日（土）　名鉄グランドホテル
◎７月生まれの会員
　６日　稲濱　建夫君

◎新年度第１回理事会にて決定すべき事項
　①会計取り扱い金融機関について
　　北伊勢上野信用金庫上野営業部
　②会計監査委員の委嘱について　左橋佳三君
　③例会主宰者の氏名決定 
　　ａ．稲濱建夫会長
　　ｂ．榊原成人会長エレクト　　
　　ｃ．空森栄幸副会長
　　ｄ．山本禎昭理事
◎例会出席免除申請者について
　中坂實宏君　　福田豊治君　　左橋佳三君

余野部猛君　　今岡睦之君　　以上５名
◎事務職員の処遇について
　月曜日〜金曜日　10：00〜16：00
　昼食休憩　　　　12：00〜13：00

〔告　　知　　板〕

▲ギア倶楽部５月例会
　（はぐるま会）優勝
　桃井君（6/4）

▲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（6/18） ▲手に手つないで

▲小坂君　ギア倶楽部取り切り戦優勝 ▲アトラクション（ザ・ジーズ）

▲市川君退会 ▲石橋君退会

▲新会員　吉田修一君　入会式（6/4）

6 月例会の一コマ
夜間例会（6/25）
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ポリオ撲滅街頭募金
インターアクト担当　山本ヒサ子

　インターアクトクラブによる本年最後の活
動であるポリオ撲滅募金活動が、イオン伊賀
上野店にて二日に分けて行われました。6月
19日は伊賀白鳳高等学校より生徒20名教師２
名ロータリーアン12名、24日は上野高等学校
より生徒22名、教師１名、ロータリアン７名
と参加延べ人数64名でした。両日ともに蒸し
暑いながら雨に見舞われることなく、両校生
徒が各々熱心に声掛けをしている姿に頼もし
さを感じました。
　募金金額は次の通りです。
　　11/15　白鳳高校文化祭　　　 14,134円
　　６/11　例会　　　　　　　　 28,000円
　　６/19　伊賀白鳳高校（イオン）28,631円
　　６/24　上野高校（イオン）　　 16,924円
　　　合計87,689円となりました。
　ご参加いただいた皆様、お疲れ様でした。

ギア倶楽部　６月例会「取り切り戦」成績
2019年６月13日（木）　於：滋賀ゴルフ倶楽部
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RANK NAME OUT IN GROSS H.C NET

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
14位
オープン

47
51
52
55
57
57
52
52
52
56
51
55
49
58
62

43
51
51
52
50
52
55
51
56
48
55
51
59
68
56

90
102
103
107
107
109
107
103
108
104
106
106
108
126
118

1
12
13
17
16
18
14
9
12
7
9
8
9
13
36

89
90
90
90
91
91
93
94
96
97
97
98
99
113
82

余野部　猛
小坂　元治
稲濱　建夫
福田　豊治
山下　雅一
今岡　睦之
別所　泰広
澤野　周勇
松川　英一
本城　　髙
山口　　隆
桃井　房夫
安田　年道
廣澤　浩一
南出　政彦
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第3182回　2019.6.4　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　87.18％　欠席者=北森
隆文・石橋・別所・山下・南出の５君。②前々回の修
正　100％　メークアップ=福増（名張）・北森隆文（地区
インターアクト教師部会）の２君。
�誕生日祝い：丸山・川向・上島・神戸・山本ヒサ子の５君。
�会長報告：＊無人の電車の事故の件。＊ポリオ撲滅
100パーセントを目指すのは大変。
�幹事報告：＊第12回理事役員会の報告。＊5/25 家族
会の報告。＊新会員１名理事会で承認。＊石橋君6/30
で退会。＊堀川君、１年間引き続き休会。＊インター
アクト年次大会8/4・5について。登録料については本
年度予算で支払う。＊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。＊６
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：＊山本インターアクト担当より　ポリ
オ募金、6/19 白鳳高校　6/24 上野高校、イオン伊賀上
野店で実施します。＊ギア倶楽部５月例会（はぐるま会）
優勝　桃井君。はぐるま会、団体準優勝。
�ニコBOX：堀之内（母、ミチエの通夜・告別式にはお
忙しい中、有難うございました）、稲濱（先日の家族会、
急に欠席致しまして、申し訳ありません。体調も戻り
まして元気になりました。お互いに気を付けましょう）、
丸山（令和元年６月４日、81歳の誕生日を自祝して）、
神戸・山本ヒサ子・上島（お誕生日を自祝して）、福田（半
期分の欠席のお詫び。及び本日早退のお詫び）、・北森
徹（早退のお詫び）、桃井（ゴルフ優勝を自祝して）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3183回　2019.6.11　曇り
�点鐘：本城髙会長
�司会：川向啓造君
�Song：「我等の生業」、「茶つみ」
�ビジターズ：なし
�ゲスト：なし
�出席報告：①本日の出席率　86.11％　欠席者=市川・
木根・丸山・福増・上島の５君。②前々回の修正　
94.28％　メークアップ=上島（ガバナー杯）の１君。
�会長報告：＊ダッサイ会長、酒屋３代目、根拠のな
いやる気（生き残りのみ考える）。＊四つのテスト⇒真
実かどうか、みんなに公平化、公平と友情を深めるか、
みんなの為になるかどうか。四つのテストの実践。
�幹事報告：＊臨時理事会承認（市川君退会の件、新会
員入会の件）。＊例会中に、ポリオ募金箱を回します。
ご協力をお願いします。＊例会変更。
�委員会報告：＊木津君より、俳句の会（自然会）入会
の勧め。（石橋君退会につき１名になる）。＊野球同好
会リングスより、6/29、甲子園に出場（12名）参加予定。
＊6/20 野球練習します。
�ニコBOX：山本ヒサ子（来週例会欠席のお詫び。19、
24日ポリオ街頭募金ご協力のお願いとして）の１君。
�卓話：クラブアッセンブリー

第3184回　2019.6.18　晴
�点鐘：本城髙会長
�司会：川向啓造君
�Song：「日も風も星も」、「上を向いて歩こう」
�ビジターズ：中井茂平（上野東）君。
�ゲスト：伊賀フットボールクラブくの一三重 ゼネラル

上野ロータリークラブ　　例　会　記　録
マネージャー 山下恭典氏。
�出席報告：①本日の出席率　83.78％　欠席者=丸山・
安田・石橋・市川・中森・山本ヒサ子の６君。②前々
回の修正　89.74％　メークアップ=北森隆文（地区イン
ターアクト委員会）の１君。
�会長報告：＊伊賀フットボールクラブくの一三重の紹介。
�幹事報告：＊6/25（火）夜間例会。＊6/19・24ポリオ
街頭募金出欠回します。＊本日6/18、17：30〜 新会員
２名のインフォメーションを開催します。
�委員会報告：＊福増次期クラブ管理委員長より　次年
度７月から例会スタイルが変わります。12：10〜来た人か
ら自由に食事をしてもOK。12：30点鐘。席は自由席。ネー
ムプレートは自分で管理する（ボックスへ入れる）。
�ニコBOX：中井（上野東）（お世話になります。少し早
いですが、本城会長１年間ご活躍、お疲れ様でした）、
本城・粟辻・山出・山本禎昭（山下ゼネラルマネージャー
様、今日はようこそ。卓話よろしくお願いします）、小
坂（山下さんようこそ。くの一、後半戦頑張って上位目
指しましょう）、南出（早退のお詫び）の各君。
�卓話：伊賀フットボールクラブくの一三重 ゼネラル
マネージャー 山下恭典氏。

＊女子サッカー低迷しているが、競技人口増えている。
＊女子サッカーの環境を整える事。＊プロになるには、
地域との連帯が必要。＊運営体制の強化。

第3185回　2019.6.25　晴
最終夜間例会　18：30点鐘
�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」、「川の流れのように」
�ビジターズ：なし
�ゲスト：なし
�出席報告：①本日の出席率　94.87％　欠席者=安田・
木津の2君。②前々回の修正　97.22％　メークアップ=
丸山（上野東）、福増・木根・上島（ポリオ募金）の４君。
�会長報告：＊１年間有難うございました。お礼の挨拶。
�幹事報告：＊幹事として今日が最後。退任の挨拶。
�委員会報告：＊リングス別所より　ユニフォーム紹
介。練習試合の案内。＊インターアクト山本より　ポ
リオ街頭募金の参加のお礼。
�ニコBOX：本城（１年の長きに渡り、好意と友情のロー
タリー精神で、至らない会長をお支え頂き、誠に有難
うございました。やっと今日、無事に方から荷物を降
ろします。緊張を持続した１年でございました。皆様、
ありがとうございました)、粟辻（１年間、幹事を務めさ
せていただき有難うございました）、木根（１年間、ニ
コニコボックスの担当をさせていただき有難うござい
ました。たくさんのご協力有難うございました）、中村

（１年間、ご協力有難うございました）、山本禎昭（１年間、
会員増強にご協力有難うございました）、稲濱・川向・
別所（本城会長、粟辻幹事１年間、お疲れ様でした）、
川向（遅くなりましたが、６月のお誕生日を自祝して）、
福増（本城会長、粟辻幹事１年間、お疲れ様でした。石
橋さん、市川さん大変お世話になりました）、山下（本
城会長、粟辻幹事１年間、お疲れ様でした。早退のお
詫び）、小坂（本城会長、粟辻幹事１年間、お疲れ様で
した。ギア倶楽部会長杯、取り切り戦優勝を自祝して）、
市川（本城会長、粟辻幹事１年間、お疲れ様でした。又、
会員の皆様14年間、御交誼頂き有難うございました。
上野クラブで活動させていただき本当に有意義でした。
申し訳ございませんが本日、早退させていただきます）、
石橋（永い間、色々有難うございました）、山本ヒサ子（イ
ンターアクトポリオ募金ご協力有難うございました）、
北森徹（早退のお詫び）の各君。
�卓話：最終夜間例会　ザ・ジーズの演奏
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