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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

中勢・伊賀グループ　ガバナー補佐訪問
中勢・伊賀グループ　ガバナー補佐　松田　英明

　本年度、国際ロータリー 2630地区　中勢・伊賀グループガバナー補佐を務めさせて戴きます
津南ロータリークラブの松田英明と申します。一年間よろしくお願いいたします。
　マーク・ダニエル・マローニー RI会長は「ロータリーは世界をつなぐ」というテーマで、行
動を起こすためのつながりを築こうと呼びかけております。
　辻　正敏ガバナーは「総天然色」というテーマで、それぞれの色を醸し出すことを提唱され
ております。
　このような中で本年度のIMのテーマは「ロータリーの原理・原則を学び、互いの交流を深め
　有意義なロータリーライフを実現しよう」としました。近年堅苦しい話を敬遠する風潮があ
りますが、入会10年未満の会員様には一度は真剣にロータリーの理念を学んで戴きたいと思い
ます。そして、第２部の懇親会ではお互いの交流を通して親睦を深めましょう。この二つの絶
妙なバランスが各クラブの色を醸し出すことになると思います。
<決議 23-34 の背景>
　　ロータリアンは例会出席によって形成された奉仕の心を個人が家庭・地域社会・国際社会
で実践することとなっております。従って、クラブとしての実践を伴いません。1922年にクラ
ブとして奉仕を実践しようという実践派と、個人それぞれが奉仕するという「ロータリー創立
の理念を守るべき」という理念派が対立し収拾がつかなくなりました。RI理事会は両派の考え
方を整理・調和させる努力を繰り返しました。最終的には、1923年セントルイス国際大会で起草・
提案された決議23-34の採択によって論争の終止符が打たれ両派の対立は解消しました。
　ロータリーの根本は、「超我の奉仕」という名の、「最もよく奉仕する者、最も多く報いられる」
という言葉を原理・原則とした人生哲学である。
<ロータリーにNOはない>
　クラブ会長や幹事・委員長・地区委員などの役職に就くと色々な仕事が舞い込んでくるので、
そんなことはやりたくないと思われる方が多いかもしれません。しかし、あなたが断れば必ず
別の誰かがやらなくてはならなくなります。ロータリーで「忙しい」は、仕事を断る理由には
なりません。忙しい人がいっぱいいるからです。「忙しい時間を上手にコントロールして活動の
時間を作ることも大切です。それも勉強のうちです」　「NO」と言わずにロータリー活動をして
いる人たちは、ロータリーの本当の楽しさを知っており、「NO」と言わなかったおかげで何か
良いことがあった経験の持ち主だと思います。貴方にもその経験をしてほしいと願っているか
もしれません。
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６日　11：00　第２回定例理事役員会
　　　12：30　例会（3191）　クラブの日
　　　　　　 卓話　上野東ロータリークラブ
　　　　　　 会長　出後秀雄氏

13日　12：30　公認休会

20日　12：30　例会（3192）
　　　　　　 インターアクト韓国派遣の報告
　　　　　　 インターアクト年次大会報告
　　　　　　 上野高校、伊賀白鳳高校インターアクター

27日　12：30　移動例会（3193）
　　　　　　 上野高校明治校舎

8 月クラブ行事予定

◎皆出席表彰について（１年間　100％）	
　澤野　周勇　　廣澤　浩一　　木津　龍平

稲浜　建夫　　神戸　安男　　丸山　統正
桃井　房夫　　山出　美材　　山口　　隆
榊原　成人　　山本　禎昭　　中村　晶宣
小坂　元治　　福増　久史　　粟辻　寛明
川向　啓造　　山本ヒサ子　　木根　英男

　以上18君
◎インターアクト年次大会
　８月４日（日）・５日（月）
　於　乗鞍青少年交流の家
◎ギア倶楽部　８月例会
　８月22日（木）　阿山カントリークラブ
◎８月生まれの会員
　21日　山下　雅一君

〔告　　知　　板〕

▲卓話　中勢・伊賀グループ
　ガバナー補佐　松田英明氏

　（7/23）
▲収支予算決算報告　山口君

（7/16）

▲入会式（森川君・市川君）（7/2）

▲地区インターアクト委員
　委嘱状授与　北森隆文君
（7/23） ▲夜間例会　（7/30）

▲会長年頭挨拶（7/2） ▲クラブアッセンブリー（7/9） ▲韓国派遣　上野高校　薗川ゆいさん（7/16）

▲新会員　
森川徹君挨拶（7/2）

▲新会員　
市川亮太君挨拶（7/2）▲会長幹事バッチの交換（7/2）

７月例会の一コマ
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第36回全国RC甲子園野球大会
新会員　上島栄美子

　６月28日、29日、全国RC甲子園野球大会
に参加させて頂きました。連日の梅雨空で雨
が懸念されていましたが、試合当日甲子園球
場に到着した頃には、雲の隙間から太陽の光
を浴び、心地良い試合日和となりました。対
戦相手は大阪中之島RC、一回表で４点を入
れ、ベンチで「いけるんちゃう？」と思って
いたら、その裏で相手に倍返しを。二回は無
失点で抑え調子に乗っていたら、三回で反逆
を受け、結果９対13となり敗戦。残念な結果
にはなりましたが、各人それぞれが頑張って
いる姿はまるで、少年のようにいきいきと感
じられ素敵でした。又、前夜祭ではお国自慢
大会で、稲濱会長、別所様、山口様、川向様
の４名がパフォーマンスを行い見事！「お国
自慢大賞」を頂いたという事も大変うれしい
事です。選手の皆様、そしてお忙しい中応援
に駆け付けて下さった皆様、ご家族の皆様、
本当にお疲れ様でした。ありがとうございま
した。今回私は甲子園という憧れの場で試合
に参加させて頂いたこと、心より感謝いたし
ます。

ギア倶楽部　７月例会成績
2019年７月18日（木）　於：名張カントリークラブ
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余野部　猛

南出　政彦

山本　禎昭

桃井　房夫

別所　泰広

本城　　髙

福田　豊治

山口　　隆

廣澤　浩一

松川　英一

澤野　周勇

山下　雅一

第3186回　2019.7.2　晴
�点鐘：稲濱建夫会長
�司会：堀之内壯平君
�Song：「君が代」、「奉仕の理想」
�ビジターズ：瀧山（上野東）の１君。
�ゲスト：なし
�出席報告：①本日の出席率　97.44％　欠席者=北森
徹の１君。②前々回の修正　94.59％　メークアップ=
丸山（上野東）、安田（亀山）、山本ヒサ子（ポリオ）、市
川（甲子園）の４君。

上野ロータリークラブ　　例　会　記　録
�誕生日祝い：稲浜・福森の２君。
�新会員入会式：森川徹・市川亮太の２君。
�会長報告：＊これから１年間よろしくお願いします。
＊6/29 全国ロータリー野球大会と前夜祭の報告。
�幹事報告：＊第１回理事役員会の報告（マンスリー告
知板をご覧ください。）＊出席免除者５名。＊7月23日
クラブ協議会。松田ガバナー補佐訪問。＊会費納入に
ついて。＊会計監査の委嘱　左橋君。＊地区ロータリー
財団セミナー（7/21）＊インターアクト年次大会21名参
加予定（8/4・5）＊ロータリーレート７月１ドル108円。
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�委員会報告：なし
�ロータリーの友の読みどころ：今岡君
�ニコBOX：稲濱（本年度会員の皆さんのご協力を得な
がら、会長職を務めさせていただきます。１年間、よ
ろしくお願い申し上げます。今月のお誕生日を自祝し
て）、川向（いよいよスタートです。何かと不行き届き
とは存じますが、１年間、よろしくお願い申し上げま
す）、榊原（本年度、会長エレクトをさせていただきます。
稲濱会長ととともに、皆様が、楽しいロータリーライ
フを過ごせるよう努めます。又、次年度にむけて相談、
協力をお願いすることがあろうかと思いますが、よろ
しくお願い申し上げます）、廣澤（本年度、１年間、
SAAを務めさせていただきます。少しスタイルを変え
ました。１年間、よろしくご協力をお願い申し上げま
す）、山本（今年も、会員増強を務めさせていただきます。
皆様１年間、よろしくご協力をお願い申し上げます。
森川さん、市川さんこれからしっかり楽しみましょう）、
堀之内（本年度、１年間、司会を担当させていただきます。
よろしくお願い申し上げます）、山下（稲濱会長をはじめ、
本年の役員の皆様、１年間お疲れ様です。よろしく頼
みます）、福増（本年度クラブ管理委員会をさせていた
だきます。1年間皆様のご協力をよろしくお願いしま
す）、小坂（広報委員会をさせていただきます。1年間ご
協力をよろしくお願いします）、別所（本年度親睦担当
させていただきます。1年間よろしくお願いします）、
南出（本年度委員長させていただきます。よろしくお願
いします）、寺南（本年度、副SAA担当させていただき
ます。1年間よろしくお願いします）、安田（本年度もよ
ろしくお願いします。２週連続欠席、申し訳ありませ
んでした）、福森（誕生日を自祝して）、上島（人生初の
甲子園での試合を体験させていただき有難うございま
した）、北森隆文（前回、遅刻のお詫び）の各君。
�卓話：会長年頭挨拶

第3187回　2019.7.9　曇り
�点鐘：稲濱建夫会長
�司会：堀之内壯平君
�Song：「我等の生業」、「真赤な太陽」
�ビジターズ：なし
�ゲスト：なし
�出席報告：①本日の出席率　86.47％　欠席者=北森
隆文・山口・山本禎昭・粟辻・空森の５君。②前々回
の修正　100％　メークアップ=木津（上野東）、安田（名
張）の２君。
�会長報告：＊年金について。＊クラブアッセンブリー
について。
�幹事報告：＊会費納入について。集金日は次週7/16
です。＊ガバナーよりクールビズ6/1〜10/31。＊次週
は収支予算決算報告。上野高校よりインターアクト韓
国派遣の薗川さんが来られます。＊会員証、会員名簿
追加について。＊例会変更。
�委員会報告：＊日本酒を楽しむ会より　中村君が新
会長になりました。入会について（参加費5000円＋酒1
本）。
�ニコBOX：北森徹（初回、欠席のお詫び）の１君。
�卓話：クラブアッセンブリー

第3188回　2019.7.16　曇り
�点鐘：稲濱建夫会長
�司会：堀之内壯平君
�Song：「日も風も星も」、「恋の季節」
�ビジターズ：なし
�ゲスト：上野高校インターアクト顧問　八木翼先生、
上野高校インターアクター　薗川ゆいさん。
�出席報告：①本日の出席率　89.74％　欠席者=北森
隆文・上島・南出・森川の４君。②前々回の修正　100％

メークアップ=北森徹（甲子園）の１君。
�会長報告：＊インターアクト韓国派遣について。
�幹事報告：＊次回､ガバナー補佐訪問。例会終了後、
クラブ協議会です。＊地区ロータリー財団セミナーに
ついて（7/13稲濱会長出席）。＊7/30夜間例会について。
出席確認。＊例会変更。
�委員会報告：なし
�ニコBOX：稲濱・川向・木根（八木先生、薗川さんよ
うこそお越しくださいました。韓国派遣、気を付けて
楽しんできてください）、寺南（上野高校から八木先生、
薗川さんようこそ）、山本禎昭（７/21花火大会開催いた
します。皆様のご協力有難うございます）の各君。
�卓話：収支予算決算報告
　　　　上野高校インターアクト顧問　八木翼先生
　　　　上野高校インターアクター　薗川ゆいさん　
　　　　「韓国派遣について」

第3189回　2019.7.23　曇り
�点鐘：稲濱建夫会長
�司会：堀之内壯平君
�Song：「それでこそロータリー」、「夏の思い出」
�ビジターズ：なし
�ゲスト：中勢・伊賀グループガバナー補佐　松田英明氏
�出席報告：①本日の出席率　91.89％　欠席者=北森
徹・木根・空森の３君。②前々回の修正　94.59％　メー
クアップ=北森隆文（地区インターアクト）、山本禎昭・
山口（甲子園）の３君。
�会長報告：＊松田ガバナー補佐訪問。＊ロータリー財
団について（7/13に地区ロータリー財団セミナーに参加し
ました）。
�幹事報告：＊本日例会終了後、クラブ協議会です。
＊次回7/30夜間例会について。＊8/27 移動例会（上野高
校明治校舎）の出欠確認。
�委員会報告：＊前年度クラブ管理委員長より　前年
度の出欠・メイクの確認回します。
�ニコBOX：松田ガバナー補佐（津南）（ 2630地区中勢・
伊賀グループガバナー補佐　松田英明です。よろしく
お願いします）、稲濱・川向・榊原（松田英明ガバナー
補佐ようこそお越しくださいました。本日の卓話、ク
ラブ協議会よろしくお願いします）、山本禎昭（多くの
皆様のご支援ご協力で、先日の花火大会無事に終える
ことが出来ました。誠に有難うございます）、神戸（早
退のお詫び）、上島・森川・南出・北森隆文（先週、欠
席のお詫び）の各君。
�卓話：中勢・伊賀グループガバナー補佐　松田英明氏

「ロータリークラブについて」
「9/29 中勢・伊賀グループIMについて」

第3190回　2019.7.30　晴
�点鐘：稲濱建夫会長
�司会：川向啓造君
�Song：「四つのテスト」、「栄冠は君に輝く」
�ビジターズ：なし
�ゲスト：なし
�出席報告：①本日の出席率　84.64％　欠席者=粟辻・
北森隆文・中村・山下・堀之内・別所の６君。②前々
回の修正　100％　メークアップ=北森（地区インターア
クト委員会）、南出・上島（上野東）、森川（名張）の４君。
�会長報告：＊日本酒を楽しむ会について。＊趣味の
会について。＊韓国派遣について。
�幹事報告：＊次回報告します。
�委員会報告：なし
�ニコBOX：余野部（ギア倶楽部６月、７月例会優勝を
自祝して）、小坂・南出（早退のお詫び）の各君。
�卓話：夜間例会
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