
（第 2630 地区）

例会日　毎週火曜日　12:30 〜 13:30
例会場　ヒルホテル サンピア伊賀

事務局　三重県伊賀市上野丸之内 500
　　　　ハイトピア伊賀３Ｆ
　　　　TEL. 0595−24−3100　FAX. 0595−24−6292
　　　　URL http://www.ict.ne.jp/~ueno-rc
　　　　E-mail:ueno-rc@ict.ne.jp
編　集　会報委員会
RI ホームページ RJW. http://www.rotary.or.jp/

2022.　11.
Vol. 45. No.　5.

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

　去る10月１日（土）、ヒルホテルサンピア伊賀に於いて、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、上野東ロータリークラブのホストで開催されました。
　当日は、10月には入ったものの残暑厳しい日となりましたが、来賓として岡本栄伊賀市長を
お迎えし、高橋ガバナー・中井ガバナー補佐・岡田カウンセラー・辻パストガバナー・田山パ
ストガバナーご臨席のもと100名のロータリアン（当クラブからは登録10名、実参加９名）が集
結し、華々しい熱気が漂っていました。
　14：00、予定どおり中井ガバナー補佐の点鐘を合図にプログラムがスタート。今回のプログラ
ムは二部構成となっており、第一部が研修会、第二部が懇親会でした。第一部に入る前にまず、
中井ガバナー補佐・岡本市長のご挨拶、高橋ガバナーの現況報告がありました。
　続いて三重大学大学院地域イノベーション学研究科の西村訓弘教授をお招きし、「ロータリー
は心を育て、人を育てる」というテーマで80分間の基調講演がありました。現状となりたい未
来像のギャップがイノベーションであり、松阪市の「辻製油」さんの石油に依存しないバイオ
マスボイラーと、その余熱を再利用した「うれし野アグリ」のトマトのコアラボレーション事
例を用いて、イノベーションを生み出す考え方や手法を紹介されていました。講師が持ち時間
を間違え予定時間より早く終わってしまうハプニングもありましたが、岡田カウンセラーの講
評や次期開催クラブである久居ロータリークラブの紹介や挨拶など、あっという間に時間が過
ぎました。
　第二部の懇親会では、前席との距離を置き、パーテーションをくまなく設置するなど感染予
防対策を徹底したうえ
で行われ、中井ガバナ
ー補佐の開会挨拶、辻
パストガバナーの乾杯
でスタートし、田山パ
ストガバナーが中締め
をされました。３年ぶ
りの開催ということで
とても話がはずんでい
たように思えました。

2022-23年度インターシティ・ミーティングに参加して
堀川　紘一郎
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10月例会の一コマ

▲会員卓話　中村晶宣君（10/18）

▲卓話　地区米山記念奨学委員長　伊藤晃宏様（10/11）▲会員卓話　山本ヒサ子君（10/4）

11月クラブ行事予定

〔告　　知　　板〕

１日　11：30　第５回定例理事役員会
　　　12：30　例会（3296）　クラブの日
８日　12：30　例会（3297）
　　　　　　 卓話　中部経済産業局
　　　　　　 資源・燃料課課長　中井基之氏
15日　12：30　移動例会（3298）　於 芭蕉翁生家
22日　12：30　例会（3299）
　　　　　　 卓話　地区R財団部門委員長
　　　　　　 堀部哲夫氏
29日　18：30　夜間例会（3300）
　　　　　　 クラブ管理委員会担当

◎地区ロータリー財団研修（補助金管理）セミナー開催
11月５日（土）　於 都ホテル岐阜長良川　11：00点鐘
◎地区会員増強委員長会議開催

11月９日（水）　オンライン会議
◎職業奉仕委員会研修セミナー開催

11月12日（土）　於 岐阜グランドホテル　13：00点鐘
◎三重県インターアクト協議会開催

11月20日（土）　於 関文化交流センター　13：00点鐘
◎地区DEI会議開催

11月26日（日）　於 都ホテル岐阜長良川　13：00点鐘
◎上野・上野東合同ポリオ撲滅募金活動

11月４日（金）　於 ガス展会場
◎中勢・伊賀グループはぐるま会秋季大会

11月18日（土）　於 名張カントリークラブ
◎11月生まれの会員
　４日　宮﨑　信之君　５日　南出　政彦君
　10日　山出　美材君　28日　福増　久史君
　30日　小坂　元治君

◎次期米山奨学生世話クラブ受入説明会
11月３日（木・祝）　於 安保ホール　14：30 ～
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Q．女性会員を増やすことについて
　⃝必要（23名）

　⃝不要（０名）

　⃝どちらでもない（１名）

Q．女性入会のハードルを高くしている要素は？
　⃝家族の理解を得ること（14名）

　⃝男性中心であること（11名）

　⃝入会金・会費（10名）

　⃝例会時間（10名）

　⃝例会の回数（７名）

　⃝経営者であり多忙であること　（６名）

　⃝クラブや地区の役職につかないといけないこと

（５名）

　⃝例会以外の奉仕活動時間（２名）

　⃝家族会などの親睦活動（２名）

　⃝その他 ※下述

　　　◦女性の経営者・議員等、

　　　そもそもが少数なのでは？（３名）

　　　◦RCの認知不足（２名）

　　　◦家庭の事情

　　　◦男性のクラブであるという固定観念

　　　◦入会してもメリットがない

女性会員増強に関するアンケート
集計結果

ギア倶楽部　９月例会成績

ギア倶楽部　10月例会成績

2022年９月22日（木）
於：富士スタジアムゴルフ倶楽部　南コース

2022年10月20日（木）
於：ジャパンクラシックカントリークラブ

RANK

RANK
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NAME
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GROSS

H.C

H.C
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NET

次回H.C

次回H.C

優勝
２位
３位
４位
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６位
７位
８位

優勝
２位
３位
４位
５位
６位
７位
８位
９位

99
92
99
99

114
101
109
130

96
107
105
113
112
114
116
123
112

22
15
21
19
27
14
19
31

18
19
14
22
15
17
19
25
12

15
12
19

13
15
13

77
77
78
80
87
87
90
99

78
88
91
91
97
97
97
98
100

廣澤　浩一
山口　　隆
小坂　元治
山本　禎昭
原田　正明
稲濵　建夫
別所　泰広
福田　豊治

森川　　徹
別所　泰広
稲濱　建夫
奥井　　実
廣澤　浩一
松川　英一
山本　禎昭
堀川紘一郎
山口　　隆

第3293回　2022.10.4　曇り
�点鐘：小坂元治会長
�司会：福森直樹君
�Song：「君が代」、「奉仕の理想」、「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　96.96％　欠席者=市川
の１君。②前々回の修正100％　メークアップ=なし。
�誕生日祝い：森川・北森徹の２君
�会長報告：＊今日の朝からジェーアラートが鳴り、
北朝鮮から中型弾道ミサイルが発射されて、日本上空
を通過し太平洋に着弾し飛行距離は過去最長4,600kmで
あった。日本の防衛を危惧しております。＊10月1日開
催された上野東ロータリー主催の中勢伊賀グループIM
が盛大開催され大変良かった。２年後、当クラブ主催
のIMが開催される予定なので参考にしたい。１つ気に
なったことは、研修・懇親会が大変密な状況で、コロ
ナ感染が出ないか心配であった。
�幹事報告：本日の第４回理事・役員会議協議事項・

上野ロータリークラブ　　例　会　記　録
報告事項の説明

【協議事項】＊10月の例会について　通常通り開催予定。
＊第１回指名委員会決定事項　70周年実行委員長　稲
濵君承認。＊10月18日第２回指名委員会の開催　関係
者の出席をお願いします。＊移動例会開催　11月15日（火）
芭蕉生家。＊次期米山奨学生世話クラブ受入説明会開催。
11月３日（祝・木）14：30 ～ 16：15　安保ホール601号。
＊地区ロータリー財団研修（補助金管理）セミナー。
11月5日（土）12：00開会点鐘／ 16：30終了予定。岐阜グ
ランドホテル。山本禎昭会長エレクト出席予定。＊職業奉
仕委員会研修セミナー開催。11月12日（土）13：00点鐘／
16：00終了　岐阜グランドホテル。小坂会長・中村職業
奉仕委員長出席予定。＊三重県インターアクト協議会開
催。11月20日（日）13：00開催点鐘/16：20終了。関文化
交流センター。＊ポリオデー（10/24）のチラシ配布・募金
活動（地区より要請）。11月4日（金）ガス展にて上野東
クラブ合同でブースを設けて活動予定。＊D.E.I会議開
催11月26日（土）13：00開始/ ／ 16：00終了。ホテル岐
阜長良川。
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＊クールビズの期間は５月から10月まで（他のクラブの違い
があるので注意）。＊10月ロータリーレート　１ドル145円。
�委員会報告：なし
�趣味の会報告：なし
�ニコBOX：小坂（IM、お疲れ様でしたオリックス連覇
を祝して。山本ヒサ子さん卓話よろしくお願いします。）、
本城（退会記念品を辞退させていただきました。ニコボッ
クスは記念品の代わりです。お世話になりありがとうござ
いました。）、森川・北森徹（お誕生日を自祝して）、奥井（本
日、早退のお詫びとして）、南出・福増（IM、欠席のお詫び）、
北森隆文（欠席のお詫び）の各君。
�ロータリーの友読みどころ：堀之内壮平君
�卓話：山本ヒサ子君
　MONTHLY2021.12号に掲載された第2630地区2021-
2022年度第1回女性会議（11月13日土曜日都ホテル岐阜長
良川ホテル開催）の報告内容を朗読し、ロータリークラブ
の女性会員の現状を説明する。自分の身の上話をしてロー
タリーに入会するきっかけを具体的に説明する。また、RI
や日本の女性会員が認められた経緯を具体的に話をする。
これからの女性会員増強の秘策について、自分の考えを
発表される。最後に、女性会員について、上野クラブ各会
員の御意見をいただきたいので、アンケートの協力を依頼。

第3294回　2022.10.11　晴れ
�点鐘：小坂元治会長
�司会：南出政彦君
�Song：「奉仕の理想」「里の秋」「四つのテスト」
�ビジターズ：なし
�ゲスト：米山記念奨学委員長　伊藤晃宏氏
�出席報告：①本日の出席率　78.78％　欠席者=安田・
山口・福森・北森隆文、北森徹・中村・宮﨑の７君。
②前々回の修正100％　メークアップ=なし。
�会長報告：＊伊賀には多くの寺社があり祭りも数多くあ
る。勝手神社のしんじょ踊りがユネスコ文化遺産候補とし
て申請されており、認められれば、伊賀市として２つ目の
登録となる。まずは、今月の天神祭りが良い天気となるこ
とを祈願しましょう。
�幹事報告：＊来週10/18例会時に地区大会の会費（１万
円／人）を集金したい。地区大会当日の車の配車について
は別途各人へご依頼させて頂く。
�委員会報告：なし
�趣味の会報告：なし
�ニコBOX：伊藤晃宏（鈴鹿シティ）（今日は例会にて卓
話をさせていただきます。よろしくお願いします。）、
小坂・南出・山本禎昭・別所・福森・山本ヒサ子・上
島（米山記念奨学委員長　伊藤晃宏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。）、
丸山（10月は米山月間です。地区より米山記念奨学委員長 
伊藤晃宏様をお迎えして。卓話よろしくお願いします。）
木根（早退のお詫び。）、市川（前回、前々回、欠席のお

詫び）の各君。
�卓話：地区米山記念奨学委員長　伊藤晃宏氏
　「ロータリー米山記念奨学事業について」
　ロータリー米山記念奨学事業については、日本独自で
ありRIにはない事業であり、月１回10万円を奨学生にお渡
しするのだが、その際に進捗や様子を聞いて必要あれば
手助けをする世話クラブ・カウンセラー制度が軸となる。
奨学生の方と世話クラブが日本との懸け橋となる意義のあ
る事業なので、ご理解とご協力の程宜しくお願い致します。

第3295回　2022.10.18　曇
�点鐘：小坂元治会長
�司会：福森直樹君
�Song：「日も風も星も」「旅愁」「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　84.84％　欠席者=安田、
堀川、森川、北森隆文、空森の５君。②前々回の修正
100％　メークアップ=なし。
�会長報告：＊Z世代について。1990年代後半～ 2010年
生まれのデジタル、スマホ、SNSネイティブ世代を指してZ
世代という言葉を耳にされる方も多いかと思う。この世代
の特徴として自分の価値観を大切にする、承認欲求が強
い、情報収集ツールはインターネット、無駄な物の消費を
しない、車やお酒離れ、社会問題や政治に強い関心を持
つ、といった特徴があげられる。これからの時代を担う
世代、人材としてもこれから戦力になっていく世代であり、
ジェネレーションギャップを感じることもあろうかと思う
が、その世代とどう向き合っていくかが企業としても社会
としても必要になってくるだろう。
�幹事報告：＊10/22 ～ 23地区大会。会費納入の集金。
8：30サンピア集合。＊本日例会終了後、長期計画委員
会。＊次週公認休会。
�委員会報告：＊クラブ管理委員会　稲濱君。第1回移
動例会案内について。出欠確認のお願いと当日の俳句
について準備してきてください。＊米山奨学支援担当
丸山君。米山奨学特別寄付金について。12,000円以上の
ご寄付をお願いします。
�趣味の会報告：なし
�ニコBOX：小坂・南出（中村さん、卓話、よろしくお
願いします。）、丸山（米山奨学金の寄付よろしくお願い
します。）、木根（本日、早退のお詫び。）、宮﨑（先週、
急遽休みまして申し訳ございません。）の各君。
�卓話：中村晶宣君　「天神祭りについて」
　コロナで天神祭りが中止となり地域の方々は２年間
寂しい想いをしている。その間、NHKの取材や京都の
山鉾引き初めの取材に行ったりと様々な出来事があっ
たが、世界文化遺産を次世代に引き継いでいく為にも
今年の祭りは無事に開催したい。本日の「まるっと！
三重」の放送もよろしくお願いします。
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