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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

年 頭 の 御 挨 拶
RC会　長　中　村　晶　宣

　上野ロータリークラブ会員の皆様、新年明けましておめでとうご

ざいます。新しい年を迎え、ますますご健勝のことと、お喜ぴ申し

上げます。旧年中は、当クラプの様々の取り組みに関し、格別のご

尽力を賜りましたことに深く感謝し、改めて御礼を申し上げます。

　昨年７月、歴史ある当クラブの会長を拝命して以来、その責務と

重圧を感じつつも、先輩諸氏の温かいご助言に励まされ、また若い

会員のご活躍に後押しされて、やっと半期を終えることになりまし

た。残る半期に関してもどうかよろしくお願いいたします

　さて私どもに期待されている最大の課題は、長年にわたる会員数の減少に歯止めをかけ、増

加へ道筋をつけていくことだと考えています。そうすることが、クラブの財政基盤を固め、活

動を充実させていくことにつながることは明白です。具体的な方策に関しては、様々な場で議

論され、試みられていますが、いまだ成果となって現れていません。成果の伴わない努力ほど

むなしいものはありません。これからの半年のあいだで、なんとしても成果を挙げて生きたい

と考えています。

　上野ロータリークラブの各会員の一人ひとりが、改めてプライドを持って、地に足をつけて

クラブ活動を進めることで、若者を引き寄せ引き付ける、そんなことが会員の拡大につながる

と考えています。

　会員の皆様方が、十分に健康に留意し、高潔な理想を持ち、真撃にクラブ活動を繰り広げら

れることをお祈りして、新年のご挨拶といたします。
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６日　11：30　第７回理事役員会議
12：30　例会（2979）会長年頭挨拶

13日　18：30　例会（2980）創立記念例会

20日　12：30　例会（2981）クラブアッセンブリー

27日　12：30　例会（2982）クラブアッセンブリー

1 月クラブ行事予定

12月例会の一コマ

▲上野・上野東合同例会（12/18）

	 幹事　　　　　　　　　　岡本　邦裕
	 会計　　　　　　　　　　山口　　隆
	 ＳＡＡ　　　　　　　　　桃井　房夫
　理事　　　　　　　　　　廣澤　浩一
　理事　　　　　　　　　　稲浜　建夫
	 理事　　　　　　　　　　山下　雅一
	 理事　　　　　　　　　　宮田　真吾
	 理事　　　　　　　　　　本城　　高
	 副幹事　　　　　　　　　中森　良文
	 副ＳＡＡ　　　　　　　　井本　治見

◎１月生まれの会員
　17日　山口　　隆君　21日　市川　隆成君
11日　桂　富佐さん（ソング）

◎後期会費納入について
　後期会費　130,000円
　１月20日（第３例会）にて徴収します。
　銀行振替納入の方は、１月20日に自動引き
落としとなります。振込みの方は、１月31
日までにお願いいたします。
　北伊勢上野信用金庫　上野営業部	
	 普通　0411349　上野ロータリークラブ
　　　　　　会計　山口　　隆

〔告　　知　　板〕
◎創立記念例会
　1月13日（火）18：30　ヒルホテルサンピア伊賀

◎創立記念例会被表彰者
　連続皆出席者　20年　神戸　安男
　　　　　　　　５年　井本　治見	
	 累積皆出席者　20年　廣澤　浩一
　　　　　　　　20年　神戸　安男

◎2015〜2016年理事役員
　会長　　　　　　　　　　鉃﨑　　薫
　直前会長　　　　　　　　中村　晶宣
　会長エレクト　　　　　　市川　隆成
	 副会長　　　　　　　　　別所　泰弘	

▲ 会員卓話　土居義人君（12/2） ▲卓話　上野税務署長　城山浩一氏（12/9）
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　11月８日	土曜日、2630地区ロータリー財
団研修、2014−2015年度第２回目のセミナー
に参加しました。
　セミナーは岐阜市、長良川右岸に位置し、
長良川を前に、向こう岸にそびえる金華山を
あおぐ眺望絶佳の岐阜都ホテルで実施されま
した。
　昼食後、12時点鐘開会、16時30分閉会のス
ケジュールの中、渡辺忠彦地区ロータリー財
団部門委員長の挨拶を皮切りに、充実した資
料に基づき、よく練られたプログラムに沿っ
て、説明・質疑がなされました。出席者は総
計約130名。
　以下、説明中のポイントを箇条書きします。
①各クラブの社会奉仕活動への国際ロータ
リーから、地区を通しての助成金は各ク
ラブ地元への社会奉仕と海外での奉仕に
対し、それぞれ助成金の決め方が違いま
すが、ここでは地元地域奉仕活動のそれ
を摘記します。
②地区（上野クラブの場合は2630地区）は、
国際ロータリーより下りてくる地区財団
活動資金（これは３年前の１年度間の各
地区メンバークラブからの寄付金総額の
50%）の1/2までを地区の各クラブの社
会奉仕特定テーマに助成できる。
③2630地区の次年度（2015〜2016年度）地
区補助金の総額は約9.6万ドル。
④2630地区で助成を受ける有資格クラブ
は、我がクラブも含めて計80クラブ。
⑤助成を得たいクラブは遅くとも来年1月
末までに申請書を提出する。
⑥2630地区では、２月より毎月１回補助金
小委員会を開催し、申請書を確認し、採
否ならびに助成金額を決定する。
⑦実施クラブの自己拠出金は1,000ドル以
上。2630地区からの助成支給金は、3年
前の一人当たりの平均寄付額が100ドル
以上のクラブには、クラブ拠出金の５倍
まで支給。0.01ドルから99.99ドルのクラ
ブには、クラブ拠出金の2倍まで支給。
⑧上野ロータリークラブの2012〜2013年
度の財団寄付平均額は85.61ドルであり、
クラブ拠出金の2倍まで範囲内で助成金
がおりる。

⑨ちなみに、前記⑧の平均1人当り85.61ド
ル寄付は、寄付クラブ80クラブ中、高い
方より80位である。
⑩国際ロータリーから2630地区に補助金が
振込まれるのは、７月下旬〜８月下旬で
ある。上野ロータリークラブ補助金専用
口座（これを設定しておく必要あり）に
振込まれるのはそれ以降となる。
⑪クラブはプロジェクト終了後、1ヶ月以
内に最終報告書を地区補助金小委員会宛
てに提出する。この最終報告書には、事
業内容報告と共に領収書・写真・受益者
からの感想等もまとめて提出する。
⑫クラブは、少なくとも年度内の4月末ま
でにプロジェクトを終了させ、5月上旬
までに最終報告書を提出する。
⑬地区補助金支給可否の決定に当っては、
できるだけ多くの会員が参加すること、
テーマの独創性等も評価して決めるとの
こと。
⑭地区で採択された奉仕プロジェクト数は
2013−14年度21件、2014−15年度30件と
増加しつつあり。

　我々ロータリークラブ員は、職業倫理を磨
き、職業と通して社会に貢献すると共に、そ
れだけでは手が届かない人々や社会に対し
て、些少ではあるがロータリークラブを通し
て社会奉仕をする積りでロータリー財団活動
に協力して参りましょう。

ロータリー財団研修セミナー参加報告
ロータリー財団支援活動小委員長　木津　龍平　
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第2976回　26.12.2　晴れ
�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：恒岡光興、松本、葛原、鈴木（上野東）
の４君。
�ゲスト：なし
�出席報告：①本日の出席率　96.96％　欠席者=福増
の１君。②前々回の修正　93.75％　メークアップ=なし。
�誕生日祝い：榊原、空森、中村、上田、川崎（事務局）
の５君。
�会長報告：＊第６回理事会から、会長として年末年
始の行事に間違いのないよう努めたいと思う。
�幹事報告：＊昨年度、連続・累積表彰について。＊次
期地区インターアクト委員長に榊原君に承認。＊地区
ロータリー財団の補助金申請について。＊創立記念例
会のアトラクションは桂・左橋両先生にお願い。＊第
５回中・高年齢者健康促進教室について（12/8開催）。
＊少年野球教室（3/21開催）。＊菅原神社の書初め大会
協賛について。＊上野商工会議所、新年賀詞交歓会に
中村会長出席。＊12/6 クリーンウォーキングの出欠回
します（メイク扱いになります）。＊12/18 上野・上野
東合同例会出欠。＊11月例会予定について。＊ロータ
リーレート12月は112円。＊事務所のパソコン購入の件。
�委員会報告：木津ロータリー財団支援活動小委員長
より　財団への寄付よろしく。
�ロータリーの友読みどころ：堀川君。
�ニコBOX：葛原・鈴木・恒岡・松本（上野東）（お世話
になります）、中村・榊原（誕生日を自祝して）、本城（早
退のお詫び）の各君。
�卓話：年次総会　　会員卓話　土居義人君

第2977回　26.12.9　晴れ
�点鐘：中村晶宣会長
�司会：岡本邦裕君
�Song：「我等の生業」、「冬景色」
�ビジターズ：なし
�ゲスト：上野税務署長　城山浩一氏
�出席報告：①本日の出席率　91.17％　欠席者=宮田・
土居・澤野・町野の４君。②前々回の修正　93.33％　メー
クアップ=山口（上野東）、別所（健康体操）、土居（クリー
ンウォーキング）の３君。
�会長報告：＊12/6、４名がクリーンウォーキングに
参加してくれました。＊第５回健康増進教室を昨日、
実施いたしました。午前中は税の話、午後から体操が
ありました。少しの体操でも太ももが筋肉痛です。＊
ノーベル賞物理学の研究。同じ研究を３者別々にされ
たが、３者とも考え方の違いが出た。
�幹事報告：＊来週は上野・上野東合同例会です。点鐘
は18：00で、上野フレックスホテルです。間違えないよう
にしてください。＊次々回は来年の1/6が通常例会になりま
す。＊12/6、４名がクリーンウォーキングに参加。＊第５
回健康増進教室に会員８名、と70名の参加でした。＊例
会変更。
�委員会報告：山口クラブ管理委員長より　創立記念
例会の出欠のお返事を1/6までにお願いいたします。
�ニコBOX：中村・小坂・堀川・山口（城山税務署長、
ようこそお越しくださいました。本日は卓話よろしく

上野ロータリークラブ　　例　会　記　録

お願いします）、榊原（城山税務署長、ようこそお越し
くださいました。本日は卓話よろしくお願いします。
ようやく年報発刊となりました。遅くなり申し訳あり
ませんでした）、稲浜（年報がようやく発刊できました。
大変遅くなり申し訳ありませんでした）、山本（第５回
中高年齢者、健康増進教室が無事に終了しました。ご
協力いただいた皆様有難うございました）、吉岡（早退
のお詫び）、空森（誕生日を自祝して）の各君。
�卓話：上野税務署長　城山浩一氏
　　　　「税の役割と税務署の仕事」

第2978回　26.12.18　曇り
上野・上野東合同例会　於：上野フレックスホテル2F
�点鐘：上野東会長・中井茂平君
�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　90.9％　欠席者=宮田、
福増、鹿野の３君。②前々回の修正　100％　メークアッ
プ=福増（クリーンウォーキング）の１君。
�会長報告：＊新会員について。＊例会場設営のお礼。
�幹事報告：＊例会場設営のお礼。＊12/15 新会員候
補推薦をFAXしておりますので確認して下さい。＊
12/23 法定休会。＊12/30 公認休会。＊1/6 次回の例会。
�委員会報告：なし
�ニコBOX：中井会長（上野東）（本日合同例会宜しくお
願いいたします）、中里（上野東）（上野クラブ様合同例
会よろしくお願いします）、上野東ロータリークラブゴ
ルフ会（上野東）（合同コンペ対抗戦負けてしまったよう
です。次回リベンジさせていただきます。くやしい、
くやしい）の各君。
�卓話：上野・上野東ロータリークラブ合同例会（上野東
担当）

上野・上野東合同コンペ成績表
2014年12月18日（木）　於：島ヶ原カントリークラブ

RANK NAME OUT IN GROS H.C 合同順位 次回HCNET

優勝
２位
３位
４位
５位
６位
７位
８位
９位
10位
11位
12位

47
42
52
60
52
52
53
50
51
57
51
59

47
46
55
49
54
51
50
55
53
50
52
60

94
88
107
109
106
103
103
105
104
107
103
119

17
4
19
21
17
14
14
14
12
14
10
22

１位
３位
12位
25位
22位
15位
23位
４位
10位
27位
14位
24位

12
3
17

77
84
88
88
89
89
89
91
92
93
93
97

山本　禎昭
余野部　猛
鉃﨑　　薫
山下　雅一
福田　豊治
廣澤　浩一
稲濱　建夫
桃井　房夫
井本　治見
澤野　周勇
本城　　髙
榊原　成人


