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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

年 頭 の ご 挨 拶
会　長　稲濱　建夫

　新年あけましておめでとうございます。令和２年の年頭に当たり、会

員の皆様、ご家族の皆様方に謹んで新年のお慶び申し上げます。

　新年号「令和」に変わり即位の礼・大嘗祭・祝賀パレード等無事に終

えられ、令和２年度が始まります。また、2020東京オリンピック・パラ

リンピックが開催されます。何か次のステップへの変革の令和時代に進

んで行くような気がいたします。

　昨年の７月から会長に就任させて頂き早くも半期が経過いたしました。まず、伝統を受けつ

いた例会の中で、楽しい充実した例会を年当初掲げ、卓話時間を十分にとるため昼食時を繰り

上げたことに、当初戸惑いもありましたが、新しい試みの中、会員の皆様に少しずつご理解を

頂けてきていると思います。また、前半２回の移動例会を外に出て違った雰囲気で例会を行い

ました。後半も家族会・移動例会等を取り入れ、皆様とともに充実した例会を進めていきたい

と思います。

　クラブ事業として、継続の少年野球教室を行いました。ミキハウスの選手による指導で、少

年たちに野球への夢を与えてくれました。後半も、高齢者健康体操教室等、まだまだ事業が残っ

ています。

　また、喫緊の課題の会員増強で、入会と退会が繰り返されて来ています。退会防止と新会員

の入会を、会長自ら率先し、意識を高めて、会員一丸となって取り組んでいきたいと思います。

引き続き気を引き締め行っていきますので、ご支援、ご協力をお願い申し上げます。

　最後に、会員の皆様が、健康に十分留意し、この一年実り多い年になりますよう、ご祈念申

し上げて、年頭の挨拶といたします。
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７日　　　　 公認休会
14日　10：00　例会（3210）
　　　　　　 移動例会（新年正式参拝例会）
　　　11：00　第７回理事役員会議
21日　18：30　例会（3211）
　　　　　　 創立記念例会
28日　12：30　例会（3212）
　　　　　　 クラブアッセンブリー

1 月クラブ行事予定  副会長　　　　　　　　　小坂　元治 
 幹事　　　　　　　　　　堀之内壯平
 会計　　　　　　　　　　山口　　隆 
 ＳＡＡ　　　　　　　　　山下　雅一
　理事　　　　　　　　　　山本　禎昭 
 理事　　　　　　　　　　神戸　安男
 理事　　　　　　　　　　福増　久史
 理事　　　　　　　　　　山本ヒサ子
 理事　　　　　　　　　　南出　政彦
 副幹事　　　　　　　　　木根　英男
 副ＳＡＡ　　　　　　　　北森　　徹
 副ＳＡＡ　　　　　　　　福森　直樹

◎１月生まれの会員
　15日　松川　英一君　17日　山口　　隆君
　11日　桂　富佐(ソング)さん

◎後期会費納入について
　後期会費　130,000円
　１月28日（第３例会）にて徴収します。
　銀行振替納入の方は、１月20日に自動引き

落としとなります。振込みの方は、１月31
日までにお願いいたします。

　北伊勢上野信用銀行　上野営業部 
 普通　0411349　上野ロータリークラブ
　　　　　　会計　山口　　隆

〔告　　知　　板〕
◎創立記念例会
　1月21日（火）18：30　ヒルホテルサンピア伊賀

◎創立記念例会被表彰者
　連続皆出席者
　　神戸　安男君（25年）記念品25,000円分
　　小坂　元治君（５年）記念品  5,000円分

◎2020〜2021年度理事役員
　会長　　　　　　　　　　榊原　成人
　直前会長　　　　　　　　稲濱　建夫
　会長エレクト　　　　　　空森　栄幸

▲第4回米山功労者表彰　山口君（12/3） ▲卓話　伊賀市消防団女性分団　団長　大北　薫氏（12/10）

▲上野・上野東合同例会（12/19）

▲第19回米山功労クラブ　表彰（12/24）

12月例会の一コマ

▲退会挨拶　粟辻君（12/24）

▲ギア倶楽部12月例会優勝　廣澤君（12/24）

▲左橋君・粟辻君　退会（12/24）

▲退会挨拶　左橋君（12/24）

▲会員卓話　中村君（12/24）
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2019~2020年度
上野ロータリークラブ野球教室

国際・青年奉仕委員長　南出　政彦

ギアクラブ12月例会（合同コンペ）成績
2019年12月19日（木）　於：大甲賀カントリークラブ

RANK NAME GROSS H.C NET 次回H.C
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廣澤　浩一

山口　　隆

別所　泰広

南出　政彦
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　快晴の青空の中、ミキハウス硬式野球部の

御協力のもと、恒例の野球教室が12月1日（日）

にミキハウススタジアムで開催されました。

今年度は５チーム63名の参加があり、開会式

では稲濱会長はじめ、伊賀市教育長：谷口修

一様の挨拶からはじまりました。

　和気あいあいの雰囲気の中、参加の子供達

はプロ選手の練習を見学し、指導を受けるこ

とで、一生の思い出になったと思います。中

でも、全投で投げるピッチャーの球をバッ

ターとして体験できるコーナーは、小学生の

選手にとって貴重な体験だったと思いま

した。

　参加して頂いたミキハウスの選手、市内少

年野球チームの皆様、そして何より手伝って

頂いたロータリーの仲間に感謝いたします。

ありがとうございました。
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第3206回　2019.12.3　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　97.29％　欠席者=市川
の１君。②前々回の修正　91.66％　メークアップ=木
津（上野東）、安田（IM）、澤野（はぐるま会）、北森徹（亀
山）、本城（地区大会）の５君。
�誕生日祝い：榊原・空森・堀之内・中村・川崎事務
局員の５君。
�会長報告：＊少年野球教室、有意義であったが、ロー
タリーのメンバーが少なかったのが残念。＊本日の総
会で話すことについて。
�幹事報告：＊第６回理事役員会の報告。＊菅原神社
新年公式参拝例会１/14、10時点鐘。＊地区大会の礼状。
＊菅原神社新年書初め大会協賛金15,000円。＊創立記念
例会の件。＊職業分類修正の件。＊国際ロータリー 100
周年記念バッチ購入の件。＊伊賀上野シティマラソン
協賛の御礼。＊日本赤十字社より感謝状。＊ロータリー
レート12月１ドル108円。＊例会変更。
�委員会報告：なし
�ニコBOX：堀之内・空森・中村（誕生日を自祝して）、
榊原（野球教室を欠席し申し訳ありません。誕生日を自
祝して）、安田（例会２週連続欠席のお詫び）、山本ヒサ子・
上島（前回欠席のお詫び）、別所（10日の例会欠席のお詫
び）の各君。
�卓話：＊年次総会　＊メークの検討会議

第3207回　2019.12.10　晴
�点鐘：稲濱建夫会長
�司会：堀之内壯平君
�Song：「我等の生業」、「喜びの歌」
�ビジターズ：松本（上野東）の１君。
�ゲスト：伊賀市消防団　女性分団団長　大北　薫氏
�出席報告：①本日の出席率　81.59％　欠席者=北森
隆文・山本ヒサ子・小坂・別所・粟辻・中森・空森の
７君。②前々回の修正　94.87％　メークアップ=上島・
中村・山本ヒサ子（地区大会）・安田（上野東）、北森隆
文（亀山）の５君。
�会長報告：＊本日ゲストの女性消防団長の話。よろ
しくお願いします。＊ノーベル賞をとったリチウムイ
オンの話。
�幹事報告：＊次回19日は合同例会。18：00点鐘。送
迎バス17：00に忍者市駅出発。＊メイクについては今
後検討して決めていく。＊伊賀白鳳高校、全国駅伝大
会出場につき協賛金　10,000円。＊１/21創立記念例会
の案内。配布します。＊４/14親睦家族会仮登録につ
いて。
�委員会報告：なし
�ニコBOX：稲濱・川向・山下・上島（大北薫様ようこ
そお越しくださいました。本日の卓話よろしくお願い
します）、山出（予定より少し遅れましたが、本日、年
報を発行することが出来ました。写真はカットしてあ
りますが、マンスリー及びホームページでご覧くださ
い。１年間有難うございました）、南出（12/1の野球教
室有難うございました）、澤野・木根・森川・北森徹（早
退のお詫び）、市川（前回欠席と、今回早退のお詫び）
の各君。
�卓話：伊賀市消防団　女性分団団長　大北　薫氏

上野ロータリークラブ　　例　会　記　録
第3208回　2019.12.19　晴
上野・上野東合同例会　点鐘18：00
�点鐘：稲濱建夫会長
�司会：川向啓造幹事
�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　78.95％　欠席者=市川・
山下・安田・堀之内・上島・粟辻・北森徹・北森隆文
の８君。②前々回の修正　97.29％　メークアップ=南
出（野球教室）、北森隆文（地区インターアクト委員会）
の２君。
�会長報告：＊プロゴルファー渋野さんの話。今日の
ラウンドでメンタルが大事だと思った。
�幹事報告：なし
�委員会報告：なし
�ニコBOX：出後（上野東）（上野ロータリークラブの皆
様ようこそいらっしゃいました。ごゆっくりおくつろ
ぎください）、栗本（上野東）（上野ロータリークラブの
皆様ようこそいらっしゃいました。昼の部では上野RC
の福田様、本城様、ご迷惑をおかけしました）、稲濱（本
日の合同例会、懇親を深めて下さい）、川向（本日はしっ
かり楽しみましょう）、別所・小坂・木根（早退のお詫び）
の各君。
�卓話：上野・上野東合同例会

第3209回　2019.12.24　晴
�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」、「きよしこの夜」
�ビジターズ：なし
�ゲスト：なし
�出席報告：①本日の出席率　89.74％　欠席者=市川・
木根・北森徹・北森隆文の４君。②前々回の修正　
94.87％　メークアップ=別所（地区大会）、小坂・山本
ヒサ子（野球教室）の３君。
�会長報告：＊ロータリーも前半が終わりますが、後
半もお願いします。＊前半を振り返り（食事の時間変更。
卓話の充実、移動例会、少年野球教室等）、後半の事業
もよろしく。
�幹事報告：＊１/14、10：00点鐘、菅原神社新年参拝
例会。＊記念バッチ依頼。＊２/18学友によるポリオ根
絶チャリティーコンサート、チケットあります。１枚
3,500円。＊例会変更。
�委員会報告：＊米山小委員会より　第19回米山功労ク
ラブとして、上野ロータリークラブ表彰されました。＊社
会奉仕委員会より　2020年３月４日、 中・高齢者健康体
操教室開催予定。＊ギア倶楽部　12月例会優勝　廣澤君。
�ニコBOX：稲濱（前期、会員の皆様方からのご協力を
頂き、無事すみそうです。後期もまだまだ事業が残っ
ていますので、ご協力をお願い致します）、左橋（本日
で退会させていただきます。長い間ご交誼頂き有難う
ございました。これからもよろしくお願い致します）、
粟辻（お世話になりました）、南出・森川（左橋先輩、粟
辻先輩、長い間お疲れ様でした）、安田（左橋さん、粟
辻さん、長い間お疲れ様でした。前回合同例会欠席の
お詫びと、本日早退のお詫び）、寺南（左橋様の推薦で
入会させていただいております。これからも頑張りま
す。お疲れ様でした。粟辻さんお疲れ様でした）、廣澤（12
月ギア倶楽部優勝を自祝して）、南出（早退のお詫び）、
空森・堀之内（前回欠席のお詫びとして）、福田（半年の
欠席のお詫びとして）の各君。
�卓話：会員卓話　中村晶宣君
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