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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

2019〜2020年度インターシティミーティングの報告
新会員　木根　英男

　９月29日、日曜日、都シティ津に於いて、国際ロータリー第2630地区中勢・

伊賀グループのインターシティミーティングが、津南ロータリークラブのホス

トの下、開催されました。170名を超えるロータリアン（当クラブからは21名の

登録、実参加20名）が集う会場内は大変な熱気に包まれていました。今回のテー

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」です。

　第一部、松田英明ガバナー補佐の点鍾ではじまり、辻正敏ガバナー、来賓と

して前葉泰幸津市長、カウンセラーとして岡田信春パストガバナーのご挨拶を

それぞれ頂戴した後、中勢・伊賀グループ８クラブの入会３年以内の新会員が「ロータリーに入会して感じ

たこと」というテーマで発表。当クラブからは、私が発表させていただきました。会場に到着してから私が

発表のトップバッターであることを知り、発表時間５分間の予定が、岡田カウンセラーのご意見で各自10分

間の発表時間と変更になるなど、当日対応を迫られましたが、稲濱会長はじめ先輩方の助言や励ましを頂戴

し無事に発表を終えることができました。

　その後、田山雅敏パストガバナーの講演では「これからのロータリー」というテーマでお話をいただきま

した。ロータリーの世界的潮流の中で、現代における変化とこれからのロータリーはどうあるべきかといっ

たお話は、ロータリーを広い視野で捉え長期的で客観的な視点で見られているなと非常に勉強になりました。

私個人的には「バランスが大切になる」というフレーズが強く印象に残っており、「四つのテスト」にある基

本理念に基づいて、より客観的な視点や柔軟な考え方を意識するようになりました。

　第二部の懇親会では、８ク

ラブの同じ役職者がテーブル

を囲むようにセッティングさ

れており、各テーブル盛り上

がっていたように思います。

また、オープニングコンサー

トと題して辻正敏ガバナーや

前葉泰幸津市長がサプライズ

でステージに上がられました。

いずれも英語歌詞で熱唱、美

声を披露され、懇親会のスター

トと共に大きな拍手と歓声が

あがる盛大な会となりました。
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10月例会の一コマ

５日　11：00　第５回定例理事役員会
　　　12：30　例会（3202）　クラブの日
　　　　　　 新会員卓話　森川　徹君

12日　12：30　移動例会（3203）　木の館「豊寿庵」

19日　　　　 地区大会（16日・17日）に振替（3204）

26日　12：30　例会（3205）
　　　　　　 卓話　中勢・伊賀グループガバナー補佐
　　　　　　 松田英明氏

11月クラブ行事予定

◎2019～ 2020年度　国際ロータリー第2630地区
地区大会

　11月16日（土）・17日（日）
　津市産業・スポーツセンター（サオリーナ・

メッセウィングみえ）

◎中勢・伊賀グループはぐるま会
　11月8日（金）　はぐるま会秋季大会
　ジャパンクラシックカントリー倶楽部

◎11月生まれの会員
　５日　南出　政彦君　10日　山出　美材君
　11日　本城　　髙君　28日　福増　久史君
　30日　小坂　元治君

〔告　　知　　板〕

▲ギア倶楽部９月例会優勝　安田君
（10/1）

▲ギアクラブ１０月例会優勝　松川君
（10/29）

▲新会員卓話　市川亮太君
（10/1）

▲卓話　大阪大学大学院　健康スポーツ科学教授　中田　研氏（10/8）

▲稲濱会長　Ｒ財団　PHFマルチプル　表彰
（10/15）

▲卓話　社会保険労務士　市川　周氏
（10/15）

▲夜間例会（10/29）

▲夜間例会（10/29）

2



　10月19日（土）ホテル グリーンパーク津に
て、2630地区全クラブ参加で12時より開催さ
れ、補助金の活用を目的として実例を挙げな
がら申請方法等について、４時間以上に渡り
説明がありました。
　新たにロータリー災害救援基金が設立され
最近多発している災害に対応する事となりま
したが、現時点ではまだ基金が不足しており
使用指定寄付のご協力をお願いしたいとの要
請がありました。
　現行の補助金制度は小規模で利用しやすい
地区補助金と、大規模で海外支援を目的とし
たグローバル補助金があります。
　地区補助金は12月に申請し、翌年７月から
翌年３月までの事業が対象となります。補助金
利用には各種規定があり、周年記念事業・継続
事業・寄付寄贈・他団体事業への相乗りは認
められず、申請内容の変更も認められません。
　グローバル補助金は海外のクラブとの協同
事業が対象で300万円以上の補助金が得られ
ます。
　両事業とも奨学生制度があり2630地区では
芸術分野の対象学生が多く、グローバル補助
金では大学院生レベルで年間300万円以上が
授与されます。又４年に一度行われる2630地
区ロータリー財団学友会新春コンサートが
2020年２月18日に名古屋で開催されます。詳
しくは後日、各クラブに正式連絡があるそう
です。

ギア倶楽部　10月例会成績
2019年10月10日（木）　於：ルート25ゴルフ倶楽部
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松川　英一

井本　治見

澤野　周勇

本城　　髙

稲濱　建夫

山下　雅一

余野部　猛

山口　　隆

丸山　統正

今岡　睦之

廣澤　浩一

福田　豊治
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第２回ロータリー財団研修（補助金管理）セミナー
会長エレクト　榊原　成人

　補助金の額は３年前の各クラブの財団寄付
によりパーセントが決まります。手続き等が
大変ですが、予算額の関係でクラブ単体で
の実施が難しい事業には大きな助けとなるで
しょう。
　詳しくはレジメに記載されていますので参
照下さい。
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第3198回　2019.10.1　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：なし
�ゲスト：なし
�出席報告：①本日の出席率　81.59％　欠席者=粟辻・
松川・中村・寺南・木根・山本禎昭・中森の７君。②前々
回の修正　89.74％　メークアップ=なし。
�誕生日祝い：中坂・森川・吉田・北森徹の４君。
�会長報告：＊例会で先に食事をすることで余裕を持
てる。＊29日のIMには19名が参加。＊ロータリーに入
会して思ったことを新会員代表で木根君が発表。木根
君の思いが参加者に伝わった。入会した時の気持ちを
忘れず、これからのロータリー活動をしてほしい。
�幹事報告：＊第４回理事役員会の報告。＊今月は経
済と、地域社会の発展月間・米山記念月刊。9月4日ガ
バナー公式訪問例会について。＊11月3日インターアク
ト三重県協議会は上野高校、伊賀白鳳高校とも出席者
なし。＊IM（9/29）のメークは後60日の期間。＊地区大
会（11/16・17）は全員登録ですが、出席のお願いと出席
者の確認。16日の懇親会は後日出欠をとります。＊九
州豪雨災害の義捐金箱回します。ご協力お願いします。
＊22日は法定休会。29日は夜間例会です。＊12月１日、
ミキハウスグランドにて少年野球教室開催。＊10月〜
ネクタイ着用。＊ロータリーレート10月１ドル108円。
�委員会報告：＊ギア倶楽部より　合同コンペ（９月例
会）優勝　安田君。＊米山記念奨学金支援担当 丸山よ
り　米山月間につき寄付のお願いと米山の説明。
�ニコBOX：稲濱（先日のIMに参加してくれたメンバー
様、大変ご苦労様）、吉田・森川（誕生日を自祝して）、
北森徹（誕生日を自祝して。早退のお詫び）、中坂（誕生
日を自祝して。うれしや、淋しや）、南出（前回、欠席
と本日早退のお詫び）、福森（本日上着、ネクタイ忘れ
まして申し訳ございません）、山口（早退のお詫び）の各君。
�卓話：クラブの日　新会員卓話　市川亮太君

第3199回　2019.10.8　曇りのち雨
�点鐘：稲濱建夫会長
�司会：堀之内壯平君
�Song：「我等の生業」、「まっ赤な秋」
�ビジターズ：中井（上野東）の１君。
�ゲスト：大阪大学大学院医学系研究科スポーツ科学
教授　中田　研氏
�出席報告：①本日の出席率　87.18％　欠席者=北森
隆文・安田・南出・市川・川向の５君。②前々回の修
正　94.74％　メークアップ=北森隆文・南出（IM）の２君。
�会長報告：＊葉っぱビジネスについて。
�幹事報告：＊特になし。
�委員会報告：＊山本ヒサ子社会奉仕委員長より　ひ
まわり作業所のバザーについて。
�ロータリーの友の読みどころ：北森　徹君。
�ニコBOX：稲濱・山下（中田研先生、本日卓話よろし
くお願いします）、松川（中田先生遠路遥々伊賀へよう
こそ。本日の卓話楽しみにしております。10月１日の
例会欠席のお詫び）、中村・木根（本日早退のお詫び）、
寺南（前回欠席のお詫び）の各君。
�卓話：大阪大学大学院医学系研究科スポーツ科学教
授　中田　研氏　「スポーツと健康向上」

上野ロータリークラブ　　例　会　記　録
第3200回　2019.10.15　晴
�点鐘：稲濱建夫会長
�司会：堀之内壯平君
�Song：「我等の生業」、「荒城の月」
�ビジターズ：なし
�ゲスト：社会保険労務士　ファイナンシャルプランナー
市川　周氏
�出席報告：①本日の出席率　74.94％　欠席者=北森
隆文・福森・上島・本城・川向・木根・中森・別所の
８君。②前々回の修正　94.74％　メークアップ=松川・
中村・寺南（IM）、木根（上野東）、山本禎昭（名張）の５君。
�会長報告：＊例会が3200回を迎えた。＊この１週間
の出来事。ノーベル賞の吉野さんが日本人で30人目。
＊ラグビー日本代表の８強進出。＊会員上島さんの御
主人の訃報。＊台風19号の被害、堤防決壊。なぜ河川
の堤防は土で出来ているのか？ なかなか自然の力には
勝てない。伊賀も地震や風、水害の危険があるので、
想定外ではなく想定内に考えなければいけない。
�幹事報告：＊来週は法定休会です。次々回（10/29）
は夜間例会。18時に市駅前より送迎バス出ます。＊ひ
まわり作業所のバザー品受け付けは本日だけ。11/5は
もうお持ちいただかなくていいです。＊台風15号（千葉）
の義援金箱回します。＊例会変更。
�委員会報告：＊クラブ管理委員会より　10/29の例会
前17：00より親睦旅行の打ち合わせをします。＊ロー
タリー財団担当より　稲濱会長ポールハリスフェロー
マルチプル表彰。
�ニコBOX：稲濱（市川周様今日の卓話よろしくお願い
します）、松川（ラウンドメンバーに恵まれ、ギア倶楽
部10月優勝に感謝します）、南出（本日早退のお詫び）、
安田・市川（前回例会欠席のお詫び）の各君。
�卓話：社会保険労務士　ファイナンシャルプランナー
市川　周氏　「働き方改革について」

第3201回　2019.10.29　雨のち曇り
18時30分点鐘
�点鐘：稲濱建夫会長
�司会：堀之内壯平君
�Song：「四つのテスト」、「あの素晴しい愛をもう一度」
�ビジターズ：なし
�ゲスト：なし
�出席報告：①本日の出席率　92.3％　欠席者=上島・
空森・粟辻の３君。②前々回の修正　92.3％　メークアッ
プ=川向（IM）、安田（上野東）の２君。
�会長報告：＊本日は夜間例会です。親睦を深めましょ
う。＊台風時の避難について。
�幹事報告：＊ひまわり作業所のバザー品、11/5はも
うお持ちいただかなくていいです。＊九州豪雨、台風
15号（千葉）の義援金の報告。＊19日の例会を地区大会

（16・17）に振り替え。地区大会欠席でも全員出席とし
ます。＊例会変更。
�委員会報告：＊ギア倶楽部　10月例会優勝　松川君。
�ニコBOX：稲濱（川向幹事、病気全快ですが、体に気
を付けて下さい）、川向（２回連続欠席のお詫び）、山下・
山出・森川・北森徹・小坂（本日早退のお詫び）、別所・
福森・北森隆文（前回例会欠席のお詫び）の各君。
�卓話：クラブ管理委員会担当
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