
（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/

2014.　8.
Vol. 37. No.2.

上野ロータリークラブ

MONTHLY

1

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

　７月８日、例会終了後、田山ガバナー補佐をお招きして、中村会長指揮の下、クラブのプロ
ジェクト、活動、その他の取り組みについて話し合うために、クラブ役員、理事、各委員長、
各小委員長、新会員を含め総勢22名でクラブ協議会が開催されました。
　まず、各委員長から小委員長の補足と合わせて、本年度の活動について詳しく説明がありま
した。次にその活動内容また地区活動について、田山ガバナー補佐と質疑応答方式でディスカ
ッションが行われました。地区での取り組みと現在各クラブが取り組んでいるＣＬＰとは内容
がかけ離れているのではないか、米山奨学金に対する考え方などの質問あり、熱く議論されま
した。
　次に田山ガバナー補佐から講評があり、まずCLPについては必ず導入していく必要がある。
地区でもDLP（地区リーダーシッププラン）が導入され推進されている。CLPについては情報
共有が大事で、特に地区の研修会や協議会に参加したら、どういう形でも構いませんので必ず
全会員に報告するようにしてほしいと依頼がありました。次に本年度の石垣ガバナーの基本方
針「耳を傾け、ロータリーに活力を」について、３段階で考えてほしい、ホップで課題を見つ
けて、ステップで解決策を出し、ジャンプで活力をという概略説明がありました。また、ロー
タリー全般では、職業分類の規定、ロータリーディの実施、Ｅクラブの運営課題、ロータリー
財団寄付の現況などについて報告がありました。
　最後に、今年度インターシップミーティングが上野東クラブ主催で９月27日（土）14時30分
〜19時30分に上野フレックスホテルで、１部は三重大学の内田学長を招いて、「地域貢献と奉仕」
についての講演会、２部が懇親会という構成で計画しておりますので、できるだけ多くの会員
の参加をお願いしますと依頼があり、クラブ協議会は閉会となりました。
　親クラブとして、多数の参加をよろしくお願い申し上げます。

2014-2015クラブ協議会について
RC幹事　小坂　元治
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５日　11：00　第２回定例理事役員会
　　　12：30　例会（2962）　クラブの日
　　　　　　 会員増強委員会担当

12日　12：30　公認休会

19日　12：30　例会（2963） 
　　　　　　 会員卓話　中村晶宣君
　　　　　　 「夏こそ甘酒」

26日　12：30　例会（2964）
　　　　　　 卓話　伊賀市産業振興部商工労働課長
　　　　　　 東　弘久氏

8 月クラブ行事予定

７月例会の一コマ

▲会長・幹事　バッジの交換（7/1） ▲中村会長　年頭挨拶（7/1）
▲中勢・伊賀グループガバナー補佐

田山雅敏氏　挨拶（7/8）

▲クラブアッセンブリー（7/15）▲クラブアッセンブリー（7/8）

▲決算報告　山口君（7/22）
▲クラブアッセンブリー

（7/15） ▲監査報告　左橋君（7/22） ▲予算報告　石橋君（7/22）

　丸山　統正　　桃井　房夫　　澤野　周勇
　山出　美材　　山口　　隆　　榊原　成人
　山本　禎昭　　鉃﨑　　薫　　岡本　邦裕
　中村　晶宣　　市川　隆成　　鹿野　俊介
　井本　治見　　小坂　元治　　福増　久史

以上21君

◎インターアクト年次大会
　８月９日（土）〜 10日（日）
　「菰野町町民センター」

◎ギア倶楽部　８月例会
　８月21日（木）　阿山カントリー倶楽部

◎８月生まれの会員
　21日　山下　雅一君

◎皆出席表彰について（１年間　100％）	
　𠮷岡　正巳　　廣澤　浩一　　堀川　一成
　石橋　正行　　稲浜　建夫　　神戸　安男

〔告　　知　　板〕
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夜　間　例　会（7/29）

ギア倶楽部　７月例会成績

　木造住宅の耐震診断、補強工事で三重県の
取組について調べてみました。昭和55年以前

（旧耐震基準）に建てられた木造住宅であれ
ば、どなたでも無料耐震診断を受けることが
出来ます。まだ受けていない方がおられまし
たら参考にして下さい。
　三重県では、平成20年の住宅・土地統計
調査によると、昭和55年以前（旧耐震基準）
に建てられた住宅数は230,700戸（うち木造
197,400戸）で、住宅総数680,900戸の34％（同
29％）を占めています。このように、倒壊の
可能性が高いといわれる旧基準の住宅が多い
というストックにもかかわらず、平成23年度
末で行政の支援する無料耐震診断を受けた旧
基準の木造住宅は、対象住宅のうち23％と少
ない状況です。
　東海、東南海、南海地震の再来の逼迫性が
指摘されていることから県では、住まいとま
ちの耐震化のために、平成14年度から｢住ま
いの耐震化等推進事業｣として普及啓発を中
心に行い、その取組をさらに進めるために平
成15年度からは｢待ったなし耐震化プロジェ
クト｣で、無料耐震診断及び耐震補強工事の
補助を県内全域で実施しています。また、補
強計画に対する支援についても、平成21年度
から補助を開始しました。
　伊賀市建設部建築住宅課又は各支所振興課
で無料耐震診断、耐震補強工事及び補強計画
の補助金の受付を行っています。

木造住宅耐震診断、補強工事について
（東海、東南海、南海地震に備えて）

中森　良文　

於：名張カントリークラブ　2014年７月16日（水）
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山口　　隆
福田　豊治
別所　泰広
神戸　安男
上田　泰生
澤野　周勇
本城　　髙
廣澤　浩一
井本　治見
桃井　房夫
榊原　成人
鉃﨑　　薫
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第2957回　26.7.1　晴
�点鐘：中村晶宣会長
�司会：岡本邦裕君
�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＝なし。
②前々回の修正　88.57％　メークアップ=木津（上野
東）、福増（ポリオ）の２君。
�誕生日祝い：鹿野、稲浜、岡本、石橋、宮田、鉃﨑
の６君。
�会長幹事バッヂの交換
�会長報告：＊前会長、幹事、１年間ご苦労さまでした。
＊３月に会長エレクト研修セミナーで勉強してきまし
た。＊会長の時間について、短い時間で楽しく聞いて
もらえるように努力します。＊私の話の中で「ヤジ」
が出ることもあると思いますが、「掛け声」と思って頑
張ります。
�幹事報告：＊会計取扱い金融機関について（北伊勢
信用金庫）。＊会費納入及び納入期限について。＊７月
15日（火）第３例会に信用金庫より出張集金。＊銀行振
替納入の方（７月18日自動引き落とし）。＊会計監査委
員の委嘱について、左橋君。＊例会主宰者について。
＊例会義務規定の適用（例会免除者）７名。＊事務職員
の処遇について。＊地区Ｒ財団セミナーについて（７
/27）中村会長出席予定。＊伊賀市国際交流協会年会費
の納入について（10,000円）。＊ロータリーレート７月は
１ドル102円。＊クールビズ継続について（６月〜９月）。
＊７月８日のクラブ協議会出席要請者よろしくお願い
します。＊誕生祝いについて（フルーツの詰め合わせ）。
�委員会報告：なし
�ニコBOX：中村・小坂（１年間よろしくお願いします）、
榊原（楽しい例会場作りに努めます務めますのでのでご
協力よろしくお願いします）、稲浜（誕生日を自祝して。
中村会長・小坂幹事１年間頑張って下さい）、神戸（澤
野さん、中坂さん、堀川さん、鹿野さん、そして左橋
京子さん有難うございました。早退のお詫び）、石橋、
鉃﨑、岡本、宮田、鹿野（誕生日を自祝して）の各君。
�卓話：会長年頭挨拶

第2958回　26.7.8　晴のち曇
�点鐘：中村晶宣会長
�司会：岡本邦裕君
�Song：「我等の生業」、「涙くんさよなら」
�ビジターズ：葛原・恒岡光興（上野東）、川村（名張中央）
の２君。
�ゲスト：中勢・伊賀グループガバナー補佐　田山雅
敏氏
�出席報告：①本日の出席率　85.71％　欠席者=市川、
宮田、土居の３君。②前々回の修正　100％　メークアッ
プ=市川（津北）、福増（亀山）の２君。
�会長報告：＊クラブアッセンブリーの為会長の時間
は短縮しておきます。
�幹事報告：＊本日開催のクラブ協議会の件。＊例会変
更の件。
�委員会報告：なし
�ニコBOX：田山ガバナー補佐・葛原・恒岡（上野東）（お
世話になります）、川村（名張中央）（お世話になります。
中村君１年間頑張って下さい）、中村・小坂・榊原・今
岡（田山AG、１年間よろしくお願いします・ご苦労さ
まです）、廣澤・木津・石橋（田山AGをお迎えして）、
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左橋（田山AG有難う）、山森（早退のお詫び）の各君。
�ゲスト挨拶：中勢・伊賀グループガバナー補佐　田山
雅敏氏
�卓話：クラブアッセンブリー

第2959回　26.7.15　晴
�点鐘：中村晶宣会長
�司会：岡本邦裕君
�Song：「日も風も星も」、「恋のフーガ」
�ビジターズ：伊藤（上野東）の１君。
�ゲスト：なし
�出席報告：①本日の出席率　94.44％　欠席者=本城・
稲浜の２君。②前々回の修正　100％　メークアップ=
なし。
�会長報告：＊日曜日実施予定のナイトフードマーケッ
トが11：30に悪天候の為に、中止のメールが入ってき
ました。魚屋さんのホームページを見たら、「助けて下
さい」とナイトフードマーケットで使用予定の食材を
写真入りでHPに載せてあり、14：30には「有難うござ
いました」。こういった商売で機敏に動ける人が会員に
なればと思いました。＊８月に市役所の移転位置の選
挙が実施されます。50％以上の投票がないと箱を開け
ないということだが、台風など悪天候ではなく良い天
候でありますよう。＊クラブが後援している大会等、
協賛金を出しているものの、内容を把握する必要があ
りと理事会で言われている中、「薪能」の計画を見せて
頂きました。
�幹事報告：＊例会変更。
�委員会報告：国際・青少年奉仕委員長　福増君より、
2015〜16年夏期交換学生の募集案内が9/3締め切りで来
ています。詳しくは事務局までお願します。
�ニコBOX：伊藤（上野東）（お世話になります）、山口（早
退のお詫び）、市川（先週欠席のお詫び、本日早退のお
詫び）の各君。
�卓話：クラブアッセンブリー

第2960回　26.7.22　晴
�点鐘：中村晶宣会長
�司会：岡本邦裕君
�Song：「それでこそロータリー」、「山小屋の灯」
�ビジターズ：葛原・長谷川（上野東）、玉置（名張中央）
の３君。
�ゲスト：なし
�伊賀市打ち上げ花火実行委員会：稲森氏・森川氏より、
花火大会五協賛のお願い。
�出席報告：①本日の出席率　88.23％　欠席者=宮田・
上田・土居・鉃﨑の４君。②前々回の修正　97.14％　メー
クアップ=市川（亀山）、土居（上野東）の２君。
�会長報告：＊定款・細則説明は、理事役員会で承認
を得てから説明します。＊「命のビザ、遥かなる旅路」
特別講演会について。＊大学の卒業論文について。
�幹事報告：＊週の夜間例会の出欠について。＊2013
〜2014年度の出席、メイクの確認について。表を回覧
します。＊例会変更。
�委員会報告：なし
�ニコBOX：葛原（上野東）（お世話になります）、玉置（名
張中央）（お邪魔します）、市川・山本・福田・廣澤（早
退のお詫び）の各君。
�卓話：収支予算・決算報告


