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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

　春和の侯、うららかな春の日和の中、岐阜県長良川国際会議場・都ホテル岐阜長良川にて、
地区研修・協議会が開催されました。実に３年ぶりとなるリアル開催であり、三重・岐阜のロ
ータリアンと久しぶりに会う機会となりました。
　私自身２回目の参加であり、前回は新入会員として参加させていただいた事が記憶に新しく、
今回は幹事としての参加ということで、身の引き締まる思いで当日を迎えました。昼食後、開
会セッションがメインホールであり、その後に各担当の分科会に参加させていただきました。
私は「戦略計画分科会」であります。剱田研修リーダー・直前ガバナーを講師に「国際ロータ
リーの現状と変化」をテーマに、RIから見た世界の現状や昨今の状況などが講演されました。
2015年に120万４千人いた会員も2021年には116万3千人に減少し、世界的な会員の増強が課題で
あるとありました。特に女性会員の入会はRI会長の希望であり、イマジンロータリーの中の変
化という意味であります。2022-2023年度RI会長　ジェニファー・ジョーンズ氏の会長テーマは

【イマジンロータリー】であります。イマジンの意味を調べてみますと、「想像する・思う・推
測する」という意味であります。RI会長のテーマ講演文に「会員が夢を実現するために行動し、
クラブの魅力を最大限に味わえる場としてのロータリーを思い描き、互いのつながりを深める
ことによって世界に変化をもたらす～」とあります。この中の「変化」という言葉が講演文の
中でも意味する表現が多くみられます。我々ロータリアンひとり一人が変化し、地域でリーダ
ーシップを発揮し、より良
い地域つくり、社会貢献に
寄与できる組織つくりが基
本だと勉強になりました。
　次年度は小坂会長のもと、
私が幹事を務めさせていた
だきます。色々と迷惑をお
かけいたしますが、利他の
精神で頑張りますので、宜
しくお願いいたします。

2022-2023年地区研修・協議会に参加して
次年度幹事　南出　政彦
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5 月クラブ行事予定 〔告　　知　　板〕

４月例会の一コマ

３日　　　　 法定休会
10日　11：30　第８回定例理事役員会
　　　12：30　例会（3276）　クラブの日
　　　18：00　第４回次年度理事役員会
　　　18：30　新旧引継ぎ会

17日　12：30　例会（3277）
　　　12：30　卓話　浅井絵理香 様
　　　12：30　（ウクライナからの帰国者）

24日　12：30　例会（3278）
　　　12：30　新会員卓話　大西正人君

31日　12：30　例会（3279）
　　　12：30　新会員卓話　宮﨑信之君 

◎2630地区インターアクト教師部会
　５月８日㈰　14：00～16：30
　於 ホテルグランヴェール岐山
◎次期会長・幹事・事務局懇談会
　５月13日㈮　16：30～
　於 ヒルホテルサンピア伊賀
◎地区次期会員増強研修セミナー
　５月14日㈯　11：00～14：00
　於 岐阜グランドホテル
◎第28回ガバナー杯野球大会
　５月28日㈯　於 ダイムスタジアム伊勢
◎５月生まれの会員
　20日　山本　禎昭君

▲ギア倶楽部３月例会優勝　安田君（4/5） ▲卓話　会長エレクト　小坂君（4/12）

▲卓話　中坂實宏君（4/19・26） ▲ギア倶楽部４月例会優勝　森川君（4/26）
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　去る３月26日（土）に都ホテル岐阜長良川において、
国際ロータリー第2630地区会長エレクトセミナーが
あり受講してまいりました。10時30分点鍾後、ガバ
ナー挨拶、地区現況報告などの開会セッションがあ
り、その後７つのセッションで17時すぎまで詰め込
みの研修でありました。地区大会の案内や会計報告
の閉会セッション後、まん延防止が解除されてのす
ぐにもかかわらず懇親会も普通にありました。その
中で中勢・伊賀８クラブのガバナー補佐、会長エレ
クトの皆さんと交流が図れたことは今後のクラブ活
動の参考になりとても有意義でありました。
　次に次年度RI会長と地区ガバナーの方針を報告
いたします。まず、ジェニファー・ジョーンズRI
会長は初の女性会長で「イマジン　ロータリ―」を
テーマに掲げられ、よりよい世界を想像し、その夢
を実現するために、ロータリーのつながりと力を生
かし、行動していきましょう。イマジンは未来を描
くことです と掲げられております。
　また、国際ロータリー第2630地区田中伸治ガバ
ナーは地区スローガンを「ロータリーの心と原点を
大切に、描こう明るい未来を」と掲げられ、親睦、
超我の奉仕、四つのテストのロータリーの心と人づ
くり真のロータリアンを育てるという原点で明るい
未来を描くことですと提唱されております。

　上記RI会長、地区ガバナーの方針の下、次年度
にむけてロータリーの原点である親睦活動の充実を
重点におき当クラブの会長方針を立てていきたいと
考えております。
　まだまだコロナ禍ではありますが、次年度に向け
て準備してまいりますので、会員の皆様どうかご理
解賜りますようよろしくお願い申し上げます。

会長エレクト研修セミナーに参加して
会長エレクト　小坂　元治

第3272回　2022.4.5　晴れ
�点鐘：空森栄幸会長
�司会：南出政彦君
�Song：「君が代」、「奉仕の理想」、「四つのテスト」
�ビジター：なし
�ゲスト：なし
�出席報告：①本日の出席率　78.12％　欠席者=南出、
市川、北森徹、北森隆文、奥井、小坂、福増の７君。
②前々回の修正　100％　メークアップ=なし。
�会長報告：＊素晴らしい天気で桜が満開で去年に引き
続き今年も酒が飲めないのは大変残念です。ステルスオミ
クロン株による第７波の感染拡大が心配されるとろである
が、残り３ヵ月ロータリーの活動を進めて行きたい。

上野ロータリークラブ　　例　会　記　録
�幹事報告：
≪理事・役員会決議事項≫
＊４月の例会について、短縮例会を継続する。
＊新会員２名　５月より入会承認
　北伊勢上野信用金庫　上野営業部
　部長　大西正人　S40年9月21日生
　みずほ証券　伊賀上野支店
　支店長　宮崎信之　S55年11月4日生
＊2022-2023年　インターアクト教師部会開催　５月８日
＊新旧理事引継ぎ会開催　５月10日（火）
　引継ぎ会 18：30 ～ 19：00　懇親会 19：00 ～
＊地区ロータリーよりウクライナ避難民救済支援金の協力
要請、2,000円/１人×35人=70,000円支出予定

ギア倶楽部　４月例会成績

ギア倶楽部　３月例会成績

2022年４月21日（木）
於：富士スタジアムスタジアムゴルフ倶楽部南コース

2022年３月17日（木）
於：タラオカントリークラブ

RANK

RANK

NAME

NAME

GROSS
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NET
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次回H.C

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

優勝
２位
３位
４位
５位
６位

104
108
112
98

111
104
113
107
107
124
110

100
94

102
105
107
116

32
31
31
16
26
17
21
14
7
24
9

20
9
17
17
17
24

22
25
28

14
7
15

72
77
81
82
85
87
92
93
100
100
101

80
85
85
88
90
92

森川　　徹
南出　政彦
堀川紘一郎
稲濵　建夫
福田　豊治
澤野　周勇
奥井　　実
廣澤　浩一
山口　　隆
原田　正明
別所　泰広

安田　年道
山口　　隆
松川　英一
澤野　周勇
井本　治見
原田　正明
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≪報告事項≫
＊会長エレクト研修セミナー　小坂会長エレクト参加
　３月26日（土）
＊地区研修・協議会　11名参加予定
　４月16日（土）長良川国際会議場
＊クラブアッセンブリーは、年度分をまとめて６月に報告
＊今月のレート　1ドル=122円
�委員会報告：＊国際奉仕・青少年奉仕委員会　上島
委員長より、2023-2024交換留学生募集　令和４年７月
８日締め切り。ロータリー関係者や候補推薦を依頼。
�趣味の会：＊野球同好会リンクス　別所監督より、
今年はガバナー杯野球大会開催予定　詳細は不明。本
日、例会終了後メンバーで打ち合わせを行う。
＊ギア倶楽部　３月例会優勝、安田年道君。
�ニコBOX：澤野（誕生日を自祝して）、川向（先週欠席
のお詫びと再来週も欠席させていただきます）、山本禎
昭（早退のお詫び）の各君。
�ロータリーの友読みどころ：別所泰広君
�卓話：クラブの日　空森会長
先週のアメリカ女子ゴルフトーナメントでの澁野日向
子選手の活躍などのゴルフ関連の話。

第3273回　2022.4.12　晴れ
�点鐘：空森栄幸会長
�司会：南出政彦君
�Song：「我等の生業」、「手のひらを太陽に」、「四つ
のテスト」
�ビジターズ：なし
�ゲスト：なし　
�出席報告：①本日の出席率　81.25％　欠席者=奥井、
増田、別所、北森隆文、川向、堀川の６君。②前々回
の修正100％　メークアップ=なし。
�会長報告：＊先週の市議会で、福村・北川両市議会
議員候補の１年間に渡る当選人決定裁判で最高裁の判
決が出て、選挙表同数による公開抽選が行われ北川候
補が当選したことについて、空森会長の市議会議員時
代の経験談を交えたお話をされる。
�幹事報告：＊なし
�委員会報告：＊ロータリー財団支援担当　榊原君より、
ロータリー財団からの支援要請について説明。ロータリー
会員の皆様お一人お一人には、４月19・26日両日の例会で
ご寄附をお願いする予定である。＊４月のレートは１ドル
122円。
�ニコBOX：南出・北森徹（前回、欠席のお詫び）、市
川（長らくの欠席申し訳ございません）の各君。
�卓話：会長エレクト　小坂元治君

　「会長エレクト研修セミナーの報告」

第3254回　2022.4.19　晴れ時々曇り
�点鐘：空森栄幸会長
�司会：南出政彦君
�Song：「日も風も星も」、「蘇州夜曲」、「四つのテスト」
�ビジターズ：なし
�ゲスト：なし
�出席報告：①本日の出席率　84.37％　欠席者=福増、
川向、北森隆文、北森徹、稲濵君の５君。②前々回の修
正　100％　メークアップ=なし。
�会長報告：＊４月16日（土）岐阜県長良川国際会議場
で地区研修会が開催される。足が弱っていて階段を上る

にも苦労した。もっと身体を鍛える必要がある。分科会
では、千宗室（裏千家15代目99歳）の話が出た。特攻隊員
の生き残りで400 ～ 500人の御霊が自分を生かしていると
言われる。京都南ロータリーに入会され、京都ロータリー
に移籍して、日本のポリオ撲滅委員会の委員長を歴任
される。
�幹事報告：なし
�委員会報告：＊国際・青少年奉仕委員長 上島君より、
インターアクト懇談会開催。本日PM6：00 ～　サンピ
ア伊賀２F「茅ノ間」。
�趣味の会報告：＊ギア倶楽部　廣澤君より、2022年
２月２日茨木カンツリー倶楽部でホールインワンを達
成をした松川君にギア倶楽部よりお祝い品を贈呈する。
�ニコBOX：中坂（今日から２回、卓話させていただき
ます。長い間有難う。）、小坂（地区研修・協議会に参加
された方、お疲れ様でした。車を出していただいた福
増さん、南出さん、市川さん有難うございました。）、
南出（先日の地区研修・協議会参加の皆様方、有難うご
ざいました。）、奥井（前回、前々回と欠席させていただき、
申し訳ありませんでした。）、増田・堀川（前回欠席のお
詫び）の各君。
�卓話：中坂實宏君
　上野ロータリー退会にあたり自分の思いをお話しされま
した。（第１回）

第3275回　2022.4.26　曇り
�点鐘：空森栄幸会長
�司会：南出政彦君
�Song：「それでこそロータリー」、「朧月夜」、「４つ
のテスト」
�ビジターズ：なし
�ゲスト：なし
�出席報告：①本日の出席率　93.75％　欠席者=安田、
北森徹の２君。②前々回の修正　100％　メークアップ=
なし。
�会長報告：＊先週に引き続き、職業奉仕の奉仕する
相手は誰かについて、岐阜恵那ロータリークラブの北
川君（僧侶）が卓話を行う。四つのテストの考え方をか
み砕いて説明された。奉仕をする相手は、顧客・従業
員・競合相手・仕入れ先との話があり、すべての方々
に奉仕しなさいとの発言にたいして、いろんな発言が
あり、浦田幸一地区ガバナーを巻き込んで大議論にな
った。皆様も一度考えてほしい。。
�幹事報告：＊来週（５月３日）は法定休会です。＊５月10
日AM11：30より理事役員会開催予定。
�委員会報告：なし
�趣味の会報告：＊ギア倶楽部　４月例会優勝、森川徹
君。＊５月20日　中勢・伊賀グループ「はぐるま会春
季大会」　三甲ゴルフ倶楽部榊原温泉コース開催予定。
�ニコBOX：北森隆文（欠席ばかりで大変申し訳ござい
ません。３月の誕生月を自祝して）、森川（前回、ギア
倶楽部、ハンディのおかげで優勝してしまいました。
すみません。）、別所（５月10日白鳳幼稚園の花まつり総
会につき欠席させていただきます。ロータリーの友の
読みどころの紹介は堀川さんにお願いしましたのでよ
ろしくお願いします）、川向（２週連続欠席のお詫び）の
各君。
�卓話：中坂實宏君（第２回目）
　　　　「上野ロータリークラブ退会にあたって」
＊後日、マンスリー掲載文書を提出いただく予定

4




