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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

　今年度の地区大会は「つなごう！環境を、人を、心を in GIFU」をスローガンに10月22日、
23日の両日、長良川国際会議場にて開催されました。
　１日目は国際ロータリー会長のジェニファー・ジョーンズさんのビデオメッセージに始まり
ました。初のRI女性会長として託された１年をイマジンロータリーと銘打って、長年の活動と
コロナ災禍により一層必須アイテムとなったデジタル技術。培った力をロータリー活動をより
広く周知していただくために、そして仲間たちとのコミュニケーションづくりにも活用しなさ
いとおっしゃったように受け止めました。
　続いて安間みち子RI会長代理、高橋ガバナーの開会のご挨拶、ご来賓の岐阜県知事、岐阜市
長をはじめ、RI3600地区（韓国）、3330地区（タイ）からご参加いただいた方々の祝辞を拝聴しま
した。１日目の基調講演は元RI研修リーダーとしてご活躍された鈴木一作様が「What is 
Rotary?」ロータリークラブの究極の目的は「素晴らしい真のロータリアン」の育成です。例会
は親睦と学びの場であり、会員同士が積極的に交流することでお互いに成長していくと話され
ました。ロータリーの親睦は寛容であると改めてお聞きすると、果たして自分は寛容であった
だろうかと考える機会になったとともに、私もロータリークラブの真の姿を知らずに入らせて
いただき、後で学ばせていただいたことが多かったと気付き、クラブの本質をもっと広く周知
していただく努力の必要性をここでも感じました。
　２日目は、RI会長代理安間様
がDEIについて話されました。女
性会員を増やす事と共に退会者を
出さないこと。その為には、より
楽しい会にする努力が必要だとの
お話は納得です。
　記念公演は枝廣淳子様による

『「地域経済とレジリエンス」持続
可能で幸せな三重、岐阜へ』でし
た。取り組み事例としてとして話
された北海道下川町の地域から漏
れ出すお金を減らそう！に、何事
も視点を変えることが大切である
ことに気づいたお話でした。

2022-2023年度 国際ロータリー第2630地区地区大会に参加して
副会長　山本ヒサ子
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11月例会の一コマ

▲ギア倶楽部10月例会優勝　森川君（11/1） ▲卓話　小坂会長（11/1）

▲ギア倶楽部11月例会優勝　別所君
（11/22） ▲空森様　叙勲お祝い（11/22）

▲卓話　R財団部門委員長　堀部哲夫様
（11/22）

▲卓話　中部経済産業局　中井基之様（11/8） ▲移動例会　於 芭蕉翁生家（11/15）

６日　11：30　第６回定例理事役員会
　　　12：30　例会（3301）　年次総会
　　　13：40　第１回次年度理事予定者会議
15日　18：00　夜間例会（3302）
　　　　　　 上野・上野東合同例会　　　　　
　　　　　　 担当　上野ロータリークラブ
　　　　　　 於　ヒルホテルサンピア伊賀
20日　12：30　例会（3303）
　　　　　　 卓話　中勢・伊賀グループ
　　　　　　 　　　ガバナー補佐　中井茂平氏
27日　　　　 公認休会

12月クラブ行事予定

◎ギア倶楽部12月例会
　上野・上野東合同ゴルフコンペ   

12月15日（木）　富士スタジアムゴルフ倶楽部

◎12月生まれの会員
　６日　榊原　成人君　13日　空森　栄幸君
　14日　堀之内壯平君　17日　中村　晶宣君
　25日　川崎喜代美さん

〔告　　知　　板〕

夜間例会（11/29）
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　第28回三重県IA協議会は、11月20日（日）関文化
交流センターにて亀山高校IAC（亀山RC）がホス
ト校として、約130名が参加して開催されました。
上野からは生徒６名・顧問教師３名・ロータリアン
５名が参加しました。
　開会セレモニーの後に関宿に関する講話と亀山高
校IACの活動報告があり、普段のボランティア活動
や、協議会に対して地域の方々との交渉・交流を経

て開催された経緯が説明されました。その後各校が
バラバラにチーム分けされ、クイズラリーが行われ
散策しながら交流しました。
　地区IA委員会の今津委員長が来賓として来られ
たので、一緒に散策しながら来年８月１日開催の年
次大会について現段階の内容報告と相談・協力をお
願いしました。お互い一番大きな問題としたのは、全
生徒が通常大会や韓国派遣を未経験である事でした。
　我々ロータリアンが如何にサポートしていくか皆
様のご教授ご協力よろしくお願いいたします

ギア俱楽部　11月例会（はぐるま会）成績
2022年11月18日（金）　於：名張カントリークラブ

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

97
102
100
107
106
102
104
113
112
117
137

15
15
13
19
17
12
13
17
15
17
27

10
12
12

82
87
87
88
89
90
91
96
97
100
110

別所　泰広
廣澤　浩一
森川　　徹
山本　禎昭
松川　英一
山口　　隆
稲濱　建夫
安田　年道
井本　治見
澤野　周勇
原田　正明

第3296回　2022.11.1　雨
�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　81.18％　欠席者=大西、
木根、川向、神戸、山本禎昭、北森隆文の６君。②前々
回の修正100％　メークアップ=なし。
�会長報告：＊本年度、来年度地区大会について。廣澤君、
空森君、市政功労表彰受章おめでとうございます。また、
廣澤君、中村君、天神祭、お疲れ様でした。来年も無事
に開催できることを祈念しております。また、本年度地区
大会、幹事の南出君、参加された皆さんありがとうござい
ました。RI会長代理、記念講演者、また２年後のRI会長
も女性ということで女性の活躍を感じさせる大会でした。
一方で、駐車場の問題や昼食場所の提供について等改善
すべき点はあると感じました。来年度は多治見RC主催とな
りますが、来年度も沢山の方のご出席をお願いします。
�幹事報告：第５回理事役員会報告。＊少年野球教室は
中止（ミキハウス側には開催を承諾して頂いたが準備期間
が短いため。）＊11月例会について。通常通り開催（夜間
例会含む）＊10/18（火）長期計画委員会・指名委員会に
て次期副会長に福増久史君が決定。また、2022年規定
審議会見直しについて承認。＊11/20（日）13：00 ～　三重
県インターアクト協議会＠関文化交流センター　バスで同
行の予定。＊11/3（木）14：30 ～　次期米山奨学生世話ク
ラブ受入説明会＠名古屋市　南出幹事、丸山君。＊11/4

（金）PM　ポリオデー チラシ配布・募金活動＠上野ガス

上野ロータリークラブ　　例　会　記　録
展　国際奉仕少年委員・理事。16：10 ～　インターアクト
準備委員会＠上野高校　インターアクト実行委員。11/5

（土）12：00 ～　地区ロータリー財団研修（補助金管理）セ
ミナー＠岐阜グランドホテル　山本禎昭会長エレクト。
＊11/9（水）18：00 ～　地区会員増強委員長会議 ＠ZOOM
福増会員増強委員長。＊11/12（土）13：00 ～職業奉仕委員
会研修セミナー＠岐阜グランドホテル　小坂会長・中村職
業奉仕委員長。＊11/26（土）13：00 ～　D.E.I会議＠都ホ
テル岐阜長良川　山本副会長・福増会員増強委員長。
�委員会報告：＊米山奨学金担当　丸山君。皆さんご寄
付ありがとうございました。また、今月いっぱいまで米山寄付
金集めます。12,000円以上のご寄付をお願いします。ガバ
ナー月信にも目を通しておいてください。＊クラブ管理委員会
稲濱君。11/8例会終了後、クラブ管理委員会の打合せを
お願いします。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。
�趣味の会報告：＊ギアクラブ　稲濱君。10月月例優
勝者　森川君。11月例会は「はぐるま会」で名張カン
トリー（ガバナー杯の予選会も兼ねる）。グロス上位４
名が岐阜で行われるガバナー杯決勝。
�ニコBOX：小坂（地区大会の参加の皆様、お疲れ様で
した。オリックス日本一を喜んで。誕生月を自祝して。）、
廣澤（本日、伊賀市長より市政功労者表彰を頂戴いたしま
した。これも皆様方のお陰と感謝しています。受賞を自祝
して。）、空森（本日、嬉しいことがありました。）山出・福
増・南出・宮﨑（お誕生日を自祝して）、森川（１０月ギア
倶楽部優勝してしまいました。）、山本（本日、欠席のお詫
びとして）、別所（来週、欠席のお詫び）、安田（前回欠席
のお詫び）の各君。

第28回三重県IA協議会に参加して
IA活動担当小委員長　榊原　成人

3



�ロータリーの友読みどころ：堀之内君
�クラブの日：小坂会長
　クラブでの例会活動、人と人とのつながり、人を育てる、
ということがロータリアンの活動として重要なこと、親睦
活動に力を入れていきたい。インターアクトの年次大会が
7/21榊原実行委員長を中心に実行委員会で進めて頂いて
いるが、実行委員会だけでなく、皆さんの多大なご協力を
お願いします。会長となって任期の1/3が過ぎましたが、
会員の皆様、今後もよろしくお願いします。

第3297回　2022.11.8　晴れ
�点鐘：小坂元治会長
�司会：福森直樹君
�Song：「我等の生業」「風」「四つのテスト」
�ビジターズ：なし
�ゲスト：中部経済産業局資源エネルギー環境部　資源・
燃料課　課長　中井基之様
�出席報告：①本日の出席率　84.84％　欠席者=福増、
別所、上島、空森、北森隆文の５君。②前々回の修正
100％　メークアップ=なし。
�会長報告：＊新型コロナウィルスについて。最近の
コロナウィルス感染状況について、三重県、伊賀市、
また全国も1.42倍のペースで徐々に増えてきている状況
である。学年・学級閉鎖というニュースが聞こえ始め、
第8波が近づいてきている。当初は来年1月後半と予想
されていたが、早まることが確実視されている。With
コロナの時代、例会は通常通り食事もとって、感染対
策には十分留意して開催していきたいと考えているの
で皆さんご協力お願いします。
�幹事報告：＊11月ロータリーレート１ドル148円。＊11/4

（金）13：00 ～　ポリオ募金上野ガス展。金曜日37,200円、
土曜日4,100円、日曜日10,640円。＊11/12（土）13：00 ～
職業奉仕委員会研修セミナー＠岐阜グランドホテル　小
坂会長・中村職業奉仕委員長。＊11/20（日）13：00 ～　三
重県インターアクト協議会＠関文化交流センター。＊11/26

（土）13：00 ～ D.E.I会議＠都ホテル岐阜長良川　山本副
会長・福増会員増強委員長。
�委員会報告：＊クラブ管理委員会　稲濱君より。11/15

（火）移動例会　昼食は弁当　12:30点鐘　三田清駐車場
を利用。＊インターアクト年次大会実行委員長　榊原君よ
り。11/4（金）上野高校にて第３回実行委員を開催。大会
予定日を変更。（8/1（火））　本日打合せ。
�趣味の会報告：なし
�ニコBOX：小坂・南出・山本禎昭・堀川（中部経済産
業局 資源・燃料課長 中井基之 様、本日の卓話宜しくお
願いします）、市川・北森徹（本日、早退のお詫び）、川向・
木根・大西（前回、欠席のお詫び）の各君。
�卓話：中部経済産業局資源エネルギー環境部資源・
　　　　燃料課　課長　中井基之様
　　　　『国内のエネルギー動向と政策について』

第3298回　2022.11.15　晴れ
移動例会　公益財団法人芭蕉翁顕彰会　史跡芭蕉翁生家にて
�点鐘：小坂元治会長
�司会：南出政彦君
�Song：なし
�ビジターズ：なし
�ゲスト：公益社団法人芭蕉翁顕彰会　事務局長　植田
美由喜氏
�出席報告：①本日の出席率　84.84％　欠席者=安田、
山下、市川、空森、北森隆文の５君。②前々回の修正
100％　メークアップ=なし。
�会長報告：＊本日、会長方針として親睦を深め例会
を楽しくと言うことで本年度第１回移動例会を芭蕉翁
生家で開催することになり、クラブ管理委員の皆さん
の準備対応に心より感謝申し上げます。また、芭蕉翁

顕彰会の植田事務局長様には、開催にあたり色々御配
慮いただき有難うございました。
�幹事報告：＊11月12日に開催された職業奉仕セミナー
に中村君が出席。＊11月20日、三重県インターアクト
協議会はバスで11：40に上野高校出発。11:45に伊賀白鳳
高校で、12：30に関文化交流センターに到着予定。＊11
月29日の夜間例会の出席確認。本日出席のメンバーは
全員出席。＊12月15日の上野東ロータリーとの合同夜
間例会は、来週出欠確認させていただきます。
�委員会報告：なし
�趣味の会報告：なし
�ニコBOX：小坂（移動例会開催有難うございます。植
田美由喜様、本日の卓話よろしくお願いします。）、南出・
稲濱・山口（植田美由喜様本日の卓話よろしくお願いしま
す。）、上島（前回、欠席のお詫び）の各君。
�卓話：公益社団法人芭蕉翁顕彰会　事務局長
　　　　植田美由喜氏
　俳句の作成のポイントを要約して分かりやすく説明
いただく。また、松尾芭蕉の残した偉大な功績を詳し
くお話いただく。出席者は、自由課題で俳句を作り、
提出する。来週の例会で、入賞者を発表することになる。

第3299回　2022.11.22　曇
�点鐘：山本禎昭会長エレクト
�司会：福森直樹君
�Song：「それでこそロータリー」「シクラメンのかほ
り」「四つのテスト」
�ビジターズ：なし
�ゲスト：国際ロータリー第2630地区　ロータリー財団
部門委員長　堀部哲夫 様
�出席報告：①本日の出席率　90.09％　欠席者=小坂君、
奥井君、北森隆文君の３君。②前々回の修正100％　メー
クアップ=なし。
�会長報告：山本禎昭会長エレクト　＊公共工事の品薄
になってきている最中、市の管財課からエネルギー削減に
関して「道路照明800本、交流照明400か所のLED照明へ
の切り替え」を民間提案で行って欲しいという話がありま
した。イニシャルコストはかけない提案（リース等の組み合
わせ）をということだが、一括提案だと中小企業では手に
余る様な内容ですが、地元企業でなんとか対応をしたい
と奮闘中であります。
�幹事報告：＊11/12　職業奉仕委員会研修セミナー　
中村君参加。＊11/20　三重県IA協議会。＊11/26　地
区D.E.I会議　山本ヒサ子君、福増君参加予定。＊12/15

（木）合同夜間例会（12日の例会は休会）。
�趣味の会報告：＊リングス幹事別所君より。ガバナー
杯参加にについて。＊ギア倶楽部。はぐるま会にて別
所君が優勝。12/15上野東RCと合同コンペ。
�委員会報告：＊会員増強委員会より。幹事から新会員
候補者の推薦があり、本日例会終了後、会員選考委員会
を開催。澤野君、廣澤君、山本久子君、松川君よろしく
お願いいたします。
�ニコBOX：堀部（関）（本日、よろしくお願い申し上げま
す。）、空森（また、嬉しいことがありました。11月８日火曜
日に天皇陛下より旭日双光章を賜り、こんな嬉しいことは
りません。これも皆様方のお陰と感謝しています。）、山本
禎昭・山出・南出・別所・山本ヒサ子（本日、地区ロータリー
財団部門委員長　堀部哲夫 様卓話よろしくお願いしま
す。）山出・福増・南出・宮﨑（お誕生日を自祝して）、別
所（ギア倶楽部優勝させていただきました。）、上島（三重
県インターアクト協議会にご参加の皆様お疲れ様でした。
有難うございました。）、宮﨑（来週の例会の欠席のお詫び
と、本日の結婚記念日をあわせて）、安田（前回欠席のお
詫び）、南出（本日、早退のお詫びとして）の各君。
�卓話：国際ロータリー第2630地区　ロータリー財団
部門委員長　堀部哲夫 様
　「ロータリー財団へのご理解とご協力」
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