
（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/

2023.　2.
Vol. 45. No.　8.

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

　2023年が明け、ようやく冬らしい気候になってきた１月17日、メナード青山リゾートのレス
トラン「ラ・グルース」において、上野ロータリークラブ第69回目（2021年はコロナのため中止）
の創立記念例会を開催しました。まだまだコロナ感染者も出ている中で、当日は会員・家族合
わせて36（内女性が10）名というたくさんの出席をいただきました。
　本年は、小坂会長の意向でまず例会を普通の形で行う、そして移動例会に力を入れ、色々な
所へ出かけるという目標を立てました。７月には親睦家族会もでき、11月には芭蕉翁生家での
例会も行いました。創立記念例会を企画するにあたり、ならば創立記念例会を移動例会にして
みては・・という案が浮上して、今回の企画が実現する運びとなりました。メナード青山リゾ
ートといえば、大自然の中で煌めくイルミネーションが見どころのひとつ、そのパノラマを横
目に、18：00小坂会長の点鐘で例会がスタートしました。
　定例の出席報告、会長の時間、ニコニコBoxの披露と進み第一部を終了、お楽しみの第二部
懇親会へと移りました。まずオープニングは伊賀・名張在住の３人のメンバーで構成されたア
ンサンブル「ハッチポッチトリオ」による演奏でお楽しみ頂き、山本禎昭会長エレクトの挨拶
と乾杯の発声で会食がはじまりました。
　本日のお料理はフレンチのフルコース、旬の素材や地元の素材をふんだんに使ったメニュー
で、伊賀牛や魚、デザートに至るまで、こだわりの味をたっぷりと味わわせていただきました。
参加者の三分の一が女性であったこともあり、いつもとは違った感想をいただけました。また
ドリンクもビール・日本酒・焼酎をはじめ赤白ワイン・ソフトドリンクの飲み放題で、お酒好
きなメンバーにも十分に配慮され満足いただける内容であったと思います。
　ここ数年は、コロナコロナに悩まされて、満足のいくクラブの活動が出来ませんでした。ま
だまだ予断を許さぬ状況ではありますが、今回このような形で盛大に創立記念例会を実施でき
たことは、今後の活動に対して十分な動機づけになったし、大変意義深いものであったと考え
ます。

第69回創立記念例会
親睦担当　川向　啓造
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１月例会の一コマ

７日　11：00　第８回定例理事役員会
　　　12：30　例会（3308）　クラブの日
　　　13：40　第２回次年度理事役員会
14日　12：30　例会（3309）
　　　　　　 新会員卓話　上田　功介君
21日　12：30　例会（3310）
　　　　　　 卓話　伊賀FCくノ一監督
　　　　　　 　　　北村　隆二氏
28日　12：30　例会（3311）会員卓話　増田　雄君

2 月クラブ行事予定

◎ギア倶楽部
　２月ゴルフ例会は休止

◎２月生まれの会員
　３日 増田　　雄君　10日 余野部　猛君
　20日 安田　年道君
　22日 左橋　京子さん（ソング）

〔告　　知　　板〕

▲ギア倶楽部１月例会優勝　山口君
（1/24）

▲入会の挨拶　上田君

▲ギア倶楽部12月例会優勝　松川君
（1/24）

▲澤野さんへお祝い

創立記念例会（1/17）
▲上田君入会式（1/10）

▲卓話　伊賀上野ケーブルテレビ　池田直也氏　池澤文則氏（1/31）

▲クラブアッセンブリー（1/24）

▲20年連続皆出席表彰　山本君

▲菅原神社新年参拝例会（1/10）
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（クラブ管理委員会　稲濱君）
　会場、出席担当、プログラム担当の皆さんが頑張っ
て担当してくれており、滞りなく進めている。ロー
タリー情報については一部変更を総会にて承認頂い
た。合同例会や移動例会等計画しており、また、メ
イクも再開され通常に戻ると思うので下期も一層例
会の充実に努めていきたい。

（会員増強委員会　福増君）
　オープン例会の実施や女性会員・若年会員増強を
強く求められており、2月中にオープン例会を開催
の予定。上田功介君の入会。目標の実質2 ～ 3名増
に向け皆さまの一層のご協力をお願いします。

（職業奉仕・社会奉仕委員会　中村君）
　コロナ禍もあり実態として人が集う様な取り組み
についてはそれほど進めれていないが、職業奉仕は
ロータリーの原点であり、下期は出来る限りの事業
を計画し実行していきたい。

（広報委員会　市川）
　FBの活用やMonthlyのコスト削減はまだ検討段
階、近く委員の皆様からもご意見を頂きたい。

（国際奉仕・青少年奉仕委員会　上島君）
　インターアクト関連では、顧問教師との懇談会（会
食なし）を実施、年次大会（岐阜大垣高校）への参
加、三重県協議会への参加（亀山）し、ポリオ募金
はガス展での募金を実施。少年野球教室はミキハウ
スからの打診により中止。インターアクト年次大会
開催に向けて本格的に準備については皆様にもご協
力頂くこともあろうかと思いますので宜しくお願い
致します。

ギア俱楽部　１月例会成績
2023年１月19日（木）　於：霞ゴルフ倶楽部
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山口　　隆

福田　豊治

原田　正明

松川　英一

安田　年道

稲濱　建夫

山本　禎昭

澤野　周勇

廣澤　浩一

第3304回　2023.1.10　10：00点鐘　晴
《移動例会》　菅原神社（菅原神社新年参拝例会）
�点鐘：小坂元治会長
�司会：福森直樹君
�Song：なし
�ビジターズ：なし
�ゲスト：なし
�出席報告：①本日の出席率　91.17％　欠席者=北森
徹・松川・山下の３君。②前々回の修正100％　メーク
アップ=なし。
�会長報告：＊新年あけましておめでとうございます。昨
年はお世話になり有難うございました。昨年、数回休会
はあったものの、外部卓話や移動例会も開催することが
出来、親睦活動も充実していたのではないかと思います。
今年１年皆様にとって穏やかな年でありますことを願ってお
ります。今年もよろしくお願いいたします。
�幹事報告：＊1月17日（火）創立記念例会　PM6：00 ～
於メナード青山リゾート。＊この後10：30 ～　第７回理事
役員会議が開催される。（菅原神社社務所にて）
�委員会報告：なし
�卓話：なし

上野ロータリークラブ　　例　会　記　録
第3305回　2023.1.17　18：00〜　曇り
第69回創立記念例会　於：メナード青山リゾート
�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　84.84％　欠席者=山下、
堀之内、南出、北森徹、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：＊会員の皆様、ご家族の皆様、本日はこ
こメナード青山における創立記念例会にご参加頂きあ
りがとうございます。クラブ管理委員の皆様も会場設
営等ご尽力頂きありがとうございます。コロナ禍とい
うことでメナード青山のイルミネーションも少し例年
より抑えたものになっており残念ではありますが、美
味しいフランス料理をいただきながら親睦を深めて頂
ければと思います。現在コロナ陽性者数が増えている
様な状況ではありますが、本年は創立70周年に向けて
の準備の年ですし、インターアクト年次大会という大
きな事業もありますので皆さま宜しくお願い致します。

クラブアッセンブリー（１月24日）
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また、会長挨拶の場をお借りすることになりますが、
敬愛する澤野さんへ個人的にですがプレゼントを贈呈
することをお許し頂ければと思います。
�幹事報告：なし
�新会員挨拶：紹介者　山本禎昭君
　　　　　　　新会員　上田功介君
�ニコBOX：小坂（第69回創立記念例会を祝して。本日
クラブ管理委員会の皆様ご設営有難うございました。上
田さん入会おめでとうございます。今後の活躍を祈念しま
す。）、廣澤・稲濱・川向（本日創立記念例会、移動例会と
なりました。クラブ管理委員会で企画しましたので、イル
ミネーションやフランス料理等、楽しいひと時をお過ごしく
ださい。）山本禎昭（新年おめでとうございます。本年もよ
ろしくお願いします。）、松川（１月10日菅原神社新春参拝
例会の欠席のお詫び）、増田（前々回、欠席のお詫び）、
堀川（昨年末（２回分）、欠席のお詫び）、南出（本日、欠
席のお詫び）の各君。
�20年連続皆出席表彰：山本禎昭君
�趣味の会報告：なし
�委員会報告：＊インターアクト年次大会実行委員会委員
長　榊原君。来週1/24例会終了後打合せ、16:00 ～上野
高校にて実行委員会を開催
�アトラクション：アンサンブル「ハッチポッチトリオ」
の演奏

第3306回　2023.1.24　曇り時々雪
�点鐘：小坂元治会長
�司会：福森直樹君
�Song：「それでこそロータリー」、「ルビーの指輪」、「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　91.17％　欠席者=空森、
北森徹、北森隆文の３君。②前々回の修正100％　メーク
アップ=なし。
�誕生月のお祝い：堀川君、松川君、山口君、桂さん（ソ
ング）
�会長報告：＊先日岸田首相の施政方針演説がありま
したが、その中でコロナについても触れられており、
現在感染症２類にある新型コロナを5類に引き下げると
いう方向性が示され、本格検討に入るという事ですが、
まだ寒く乾燥している季節ですので皆様十分にご自愛
ください。
�幹事報告：なし
�ニコBOX：小坂（今日のクラブアッセンブリーよろし
くおねがいします。）、山口・松川・堀川（お誕生日を自
祝して）、神戸（昨日、宮中参内にまいりました。早退
のお詫び。）、南出（先週、移動例会欠席のお詫び。無事

に親孝行することが出来ました）、澤野（創立記念例会
でのサプライズ表彰有難うございました。）、堀之内（前
回、欠席のお詫び）、別所（早退のお詫び）の各君。
�趣味の会報告：＊ギア倶楽部（稲濱君）
　12月合同コンペ優勝　松川君、１月優勝　山口君
�委員会報告：＊前年度広報委員会　松川君
　前年度年報の配布について。
＊インターアクト実行委員会　榊原君
　本日16時から上野高校にて実行委員会。
＊クラブ管理委員会　稲濱君
　来週例会終了後委員会開催。
�クラブアッセンブリー

第3307回　2023.1.31　曇り
�点鐘：小坂元治会長
�司会：南出政彦君
�Song：「四つのテスト」「ペチカ」
�ビジターズ：なし
�ゲスト：伊賀上野ケーブルテレビ㈱　技術部通信ネット
ワークG　池田直也様、池澤文則様
�出席報告：①本日の出席率　85.29％　欠席者=木根、
川向、福森、北森徹、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：＊サイバー攻撃、サイバーテロは耳にさ
れているかと思いますが、2019年頃から増えておりま
す。ウィルスが侵入しデータ改ざんやシステム破壊、
個人情報流出など、最近ニュースを騒がせている身代
金事件のベースにもなりうる。そういった脅威も一つ
の自己防衛の要素となっている。本日の卓話講師は、
インターネットの脅威について依頼を受けて学校や公
共機関などの各機関で出前講義をしている方に卓話し
ている方なので、お話をお聞き頂き、もし例会終了後
にもということであれば遠慮なく相談してください。
�幹事報告：＊2/7　第８回定例理事会開催。
�委員会報告：＊クラブ管理委員会　稲濱君
　本日例会終了後委員会を開催。
�趣味の会報告：＊野球同好会リングス
　1/28にガバナー杯運営会議があり、ガバナー杯は5/20
熊野市で開催。
�ロータリーの友読みどころ：堀之内君
　DEI（Diversity, Equity, Inclusion）について
�ニコBOX：小坂・山本禎昭・南出（池田様、池澤様、
本日よろしくお願いします。）、神戸（早退のお詫び）の各君。
�卓話：伊賀上野ケーブルテレビ㈱
　技術部通信ネットワークG　池田様、池澤様
　「インターネット環境におけるウィルスの脅威と対策
　について」
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