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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

2020～2021年度ガバナー補佐就任挨拶
中勢・伊賀グループ　ガバナー補佐　福 本　毅

　日本のロータリーが誕生して今年度で100年（1920年10月20日東京ロータリーが創立）、歴史を振り返り、
これからのロータリーを考える時期に2630地区、中勢・伊賀地区のガバナー補佐を受けさせて頂きました。
　昨年の11月から会長、幹事と準備を開始し、GTMの実行委員長を選任し、開催に向け準備を進めてきまし
たところ、思いもよらない新型コロナ感染が起き自粛ムードにさせる事態になりました。
　今年度は、会長・幹事の若さも手伝い、他のクラブは自粛ムードになる中で、感染防止対策を徹底して通
常通り例会をすることを決断いただきました。
　この様な時期に皆様のご協力の下、この役を精一杯務めて参りますのでご協力の程、宜しくお願い致します。

　　　　　　　　　　ホルガー・クナーク　ＲＩ会長方針
　　　　　　　　　　　　　　　「ロータリーは機会の扉を開く」

このトレードマークの意味合いは……
１, ローターアクト＝国際ロータリーは全世界のロータリークラブとローターアクトクラブの連合体となる。
２, チャンスの扉＝例会などの行事で自己研鑚の扉、世に奉仕の心で活動して我職業のチャンスをとらえよう。
３, 奉仕の扉＝５大奉仕の扉（クラブ奉仕、職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕、青少年奉仕）世に奉仕しましょう。
４, 今までは数字を掲げて成長を求めてきたが、今年度は数字の成長は求めない。
５, 有機的かつ持続可能でいかに現会員を維持し、クラブにふさわしい新会員を募ることだ。
６, 立ちはだかる課題、組織を強く、ポリオ根絶、世界でロータリーの認識を高める行動を起こす。
７, ロータリーを引き付けるのは、友情と人脈づくりの機会です。
８, 世界でのロータリーの慈善奉仕の認識が高まっている絶好の機会に行動を起こそう。
　　　「太陽が出ているうちに屋根の修理をしなければならない。」

剱田ガバナー方針「伝統的日本ロータリーの文化を輝かせ、真のイノベーションへ」
１, 二度目のガバナーとしては同じ流れではない方向を示すことで、新たな方向性を生み出す。
２, 2016-2017年度の地区大会で「日本の伝統として、継承するロータリー文化を堅持する」決議があり、職
業奉仕を学ぶ道場は例会であり、ロータリーの根幹である理念を大切にしたい。

ガバナー補佐　キーワード　「ロータリーを原点に戻って考えよう～」
　ロータリーは時代と共に人道奉仕、職業奉仕、と二極化してきた。
　1978 ～ 80年時代ではＲＩも日本ロータリーも職業奉仕こそがロータリーの根幹としてきました。
　職業奉仕はロータリーの金看板と教えられ120年の歴史をたどりながら少しずつ変化してきました。
　日本ロータリーとしては職業奉仕を根幹としてきましたが、ＲＩが提唱する人道的慈善奉仕は世界でのポ
リオ根絶に挑戦しています。素晴らしいことで皆さんと共に協力していきたいと思っています。
　しかしながら、日本人としてはＲＩの理念が２極化してきた感じがあります。
　ロータリーの原点に戻って考えてみれば職業奉仕あっての人道奉仕と思います。
　我々ロータリアンとしてＲＩの理念「人道慈善奉仕」を尊重しながら、100年の歴史で育てあげてきた「職
業奉仕」をロータリーのシンボルとして大切に引き継いで行こうではありませんか。

1. 赤 ローターアクトクラブの扉 2. 黄 チャンスの扉 3. 紺 奉 仕 の 扉
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４日　11：00　第２回定例理事役員会

　　　12：30　例会（3226）（短縮例会）

　　　 　クラブの日

11日　 　公認休会

18日　12：30　例会（3227）（短縮例会）

　　　 　会員卓話　山出美材君

25日　12：30　例会（3228）（短縮例会）

　　　　　　 会員卓話　神戸安男君

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　　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　　川向　啓造　　山本ヒサ子
木根　英男　　安田　年道　　寺南　典久
松川　英一　　上島栄美子　　福森　直樹
吉田　修一　　森川　　徹　　　以上23君

◎ギア倶楽部　８月例会
　８月20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　福本毅氏

（7/21）
▲Ｒ財団ポールハリスフェロー表彰

小坂君（7/21）
▲収支予算決算報告
会計　山口君（7/28）

▲監査報告　丸山君
（7/28）

▲米山功労者メジャードナー表彰
丸山君（7/14） ▲クラブアッセンブリー（7/14）

▲会長年頭挨拶（7/7）

▲地区インターアクト
委員委嘱状

北森隆文君（7/7）▲会長・幹事バッチの交換（7/7）

７月例会の一コマ
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　７月21日の例会後、福本ガバナー補佐をお迎えし

ホテル内２階の「茅の間」においてクラブ協議会が

開かれました。榊原会長をはじめ直前会長、会長エ

レクト、幹事・副幹事の出席の中、各委員会委員長

より活動方針について発表があり、福本ガバナー補

佐からは各々の活動についての感想や助言、ご提案

など頂きました。

　例会卓話の中でも話されたコロナウィルス禍のも

と、名張クラブが例会を開き続ける意義、特に卓話

への熱い思いを話されました。国内でも２社のみと

いうファスナー製造会社を経営されている福本社長

の卓話をå上野クラブでお聞きする日が実現する予

感。我が広報委員会に対しては名張ロータリークラ

ブ同様の毎週発行のご提言を頂きましたが、これで

はマンスリーではないと心のå中で却下しました。

　今回は２クラブ目の訪問ということで、ガバナー

補佐としての卓話に大変緊張されたとのこと。お疲

れ様でございました。

ギア倶楽部　７月例会成績
2020年７月16日（木）　於：メナードカントリークラブ青山コース

RANK NAME GROSS H.C NET 次回H.C

優勝

２位

３位

４位

５位

６位

７位

８位

９位

10位

11位

12位

93

106

99

104

112

102

104

114

106

118

121

128

20

27

19

24

30

19

21

27

19

27

25

25

73

79

80

80

82

83

83

87

87

91

96

103

14

22

17

山口　　隆

廣澤　浩一

本城　　髙

別所　泰弘

福田　豊治

澤野　周勇

松川　英一

丸山　統正

稲濱　建夫

山本　禎昭

桃井　房夫

井本　治見

ガバナー補佐訪問
広報委員長　山本ヒサ子
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第3222回　2020.7.7　曇りのち雨　
�点鐘：榊原成人会長
�司会：木根英男君
�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　100％　欠席者=寺南・
市川・木津の３君。②前々回の修正　100％　メークア
ップ=なし
�誕生日祝い：稲浜・福森の２君。
�会長報告：＊これから１年間よろしくお願いします。
＊コロナの安全確保を工夫して活動します。
�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。）＊例会につきましては当面、
短縮例会です。又、近くでメークアップするクラブが
ないので欠席されても出席免除とします。＊出席免除
者３名。＊７月21日クラブ協議会。福本ガバナー補佐
訪問。＊会費納入について。＊会計監査の委嘱　丸山
君。＊ロータリーレート７月１ドル107円。＊例会変更。
�委員会報告：＊クラブ管理委員会より　プレートは
各自で片付けて下さい。
�ロータリーの友の読みどころ：澤野君
�ニコBOX：榊原（会員の皆さん１年間、よろしくお
願い申し上げます。）、小坂（本年度、副会長を務めさ
せていただきます。１年間、よろしくお願い申し上げ
ます）、山下（１年間、よろしくご協力をお願い申し上
げます。）、山本ヒサ子（新年度、広報担当させていた
だきます。よろしくご協力をお願い申し上げます。）、
福増（榊原会長・堀之内幹事、1年間よろしくお願いし
ます。本年度職業奉仕・社会奉仕委員長を担当させて
いただきます。皆様のご協力よろしくお願いします。）、
山本禎昭（今年からクラブ管理委員長をさせていただ
きます。皆様のご協力をよろしくお願いします。）、別
所（本年度職業奉仕委員会を担当させていただきます。
榊原会長他、役員の皆様と共に今年、1年間よろしくお
願いします。）、稲濱（榊原会長・堀之内幹事、１年間
頑張ってください。誕生日を自祝して。）、福森（誕生
日を自祝して）。
�卓話：会長年頭挨拶

第3223回　2020.7.14　雨
�点鐘：榊原成人会長
�司会：木根英男君
�Song：「我等の生業」、「青春時代」
�ビジターズ：なし
�ゲスト：なし　
�出席報告：①本日の出席率　100％　欠席者=上島・
福森・木津・川向・南出の５君。②前々回の修正　
100％　メークアップ=なし
�会長報告：＊熊本豪雨災害があり、募金のお願いが
あります。よろしくお願いします。＊人類の歴史は水
との戦い。平野地区、土木技術の向上で人口増える。
＊日本酒を楽しむ会、差し入れ用意しましたので、３
密を避けてご参加をお願いします。＊クラブアッセン
ブリーについて。
�幹事報告：＊米山奨学会より表彰。丸山君。＊集金
日は次週７/21です。＊熊本豪雨義援金箱を回します。
ご協力をよろしくお願いします。＊例会変更。
�委員会報告：＊日本酒を楽しむ会より　中村君が新

上野ロータリークラブ　　例　会　記　録
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：榊原（今日のクラブアッセンブリーよろ
しくお願いします。）、山本禎昭（コロナに負けず頑張
りましょう。）、寺南（先週、欠席のお詫び。）。
�卓話：クラブアッセンブリー

第3224回　2020.7.21　晴
�点鐘：榊原成人会長
�司会：木根英男君
�Song：「日も風も星も」、「君といつまでも」
�ビジターズ：なし
�ゲスト：中勢・伊賀グループガバナー補佐　福本毅氏
�出席報告：①本日の出席率　100％　欠席者=木津・
福森・北森隆文の３君。②前々回の修正　100％　メー
クアップ=なし
�会長報告：＊伊賀地域でメインストリートと言えば、
大阪と名古屋を繋ぐ名阪国道や国道163号線ですが、も
う一つ、大阪・奈良・伊勢を繋ぐ国道169号。昔の初瀬
街道です。古来はこちらが主要でした。山国で、盆地
の伊賀は面ではなく、線で繋がっている。今の感染症
の広がり抑制に繋がっているかも。
�幹事報告：＊第24回米山功労クラブとして表彰状が
届いています。＊小坂君、Ｒ財団ポールハリスフェロ
ー表彰。＊会員証本日、皆様にお渡ししました。＊本
日例会終了後クラブ協議会出席のお願い。＊例会変更。
�委員会報告：なし
�ニコBOX：福本ガバナー補佐（名張）（ガバナー補佐
として、訪問させていただきました。よろしくお願い
します。）、榊原・堀之内・空森・福増・山本ヒサ子（福
本ガバナー補佐様ようこそお越しくださいました。本
日はよろしくお願いします。）、南出（先週、欠席のお
詫び。）。
�卓話：中勢・伊賀グループガバナー補佐　福本毅氏

第3225回　2020.7.28　晴
�点鐘：榊原成人会長
�司会：木根英男君
�Song：「それでこそロータリー」、「我が良き友よ」
�ビジターズ：なし
�ゲスト：なし
�出席報告：①本日の出席率　100％　欠席者=木津・
上島・別所・福増・南出・北森徹・北森隆文の７君。②
前々回の修正　100％　メークアップ=なし
�会長報告：＊中国とアメリカが揉めている。本日は、
第１次世界大戦開戦日、又、アムステルダムオリンピ
ック開会の日。争いと平和の両方に関係がある日。＊
江戸時代の年貢について。＊番付について。江戸時代
の特産物番付。この地方はクジラ。
�幹事報告：＊臨時理事会を例会終了後行います。例
会場に残ってください。＊例会変更。
�委員会報告：前年度広報委員長より　現在、年報を
作成しています。前年度各委員長は報告書提出してく
ださい。
�ニコBOX：本城（早退のお詫び。）、福森（２週、欠
席のお詫び。）。
�卓話：収支予算決算報告
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