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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

平成26年度（第５回）中・高年齢者健康増進教室開催
RC社会奉仕副委員長　別所　泰広

　去る12月８日、職業奉仕・社会奉仕合同の表題事業を開催させていただきました。
　今年は、中村会長、山本委員長の意向で、例年の健康増進教室に加え遺産相続の講演会を併
せてヒルホテル　サンピアで開催し、80数名のご参加をいただき、参加者から好評をいただき
ました。
　午前10時30分からの講演会では、税理士・青木広子先生が、平成27年１月１日から法改正が
始まるので、それを見据えて、生前の贈与を含め、相続を考えることが大切で、相続人と被相
続人とが話し合い、又遺言を残すのも方法とのお話をして下さいました。
　午後の健康体操教室では、講師に河野三千代先生をお招きし、会長、委員長も参加の下80数
名で、普段あまり使わない、背筋やわき腹、手の指等をほぐす体操、さらには無理なく体全体
を使い、血行を良くし健康を保つ体操を指導いただき、後半では、伊賀市民健康増進の為、自
ら企画、創作された「忍にん体操」を指導いただきました。
　先生は、長年このリズム体操を続けておられ、言葉巧みなご指導はもとより、それにも増し
て気持ちの若さに参加者一同つい引き込まれ、90分と言う時間があっという間に過ぎ去りまし
た。
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３日　11：30　第８回定例理事役員会
　　　12：30　例会（2983）
　　　　　　 クラブの日・会員卓話 山下雅一君
　　　18：30　第２回次年度理事役員会 「観光旅館ふじ」

10日　12：30　例会（2984）
　　　　　　 卓話　三重大学人文学部准教授　藤本久司氏

17日　12：30　例会（2985）
　　　　　　 卓話　伊賀市産業振興部部長　尾登　誠氏

24日　12：30　例会（2986）
　　　　　　 卓話　伊賀上野観光協会専務理事　稲垣八尺氏

2 月クラブ行事予定

▲入会式　新会員　粟辻寛明君（1/6）

▲連続・累積出席表彰

左橋・桂両先生による演奏会

▲ギア倶楽部12月例会優勝　山本君（1/6）

▲R財団ポールハリスフェロー表彰　市川君（1/6）

▲会長　年頭挨拶（1/6）

▲中勢・伊賀グループガバナー補佐　田山雅敏氏訪問（1/27）▲クラブアッセンブリー（1/27）

▲クラブアッセンブリー（1/20）

〔告　　知　　板〕
◎ギア倶楽部
　２月19日（木）　榊原温泉ゴルフクラブ

◎２月生まれの会員
　２日 吉岡　正巳君　10日 余野部　猛君
　26日 桃井　房夫君
　22日 左橋　京子さん（ソング）

創立記念例会　（1/13）

１月例会の一コマ
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　私は、先日行われた協議会でのセントヨゼ
フ女子学園高等学校中学校のホスト校企画の
中で、強く印象に残った事が２つあります。
　１つ目は、東北には仮設校舎の小学校があ
るという事です。仮設住宅がある事は知って
いましたが、お話を聞いて初めて意識をする
ことになりました。東京オリンピックが開催
されることで、仮設校舎のままで、建設が進
まないそうです。この事を聞いた時、私は仮
設校舎で卒業式を迎えるなんてとても悲しく

「オリンピック開催よりも、校舎建設を優先
してほしい」と思いました。
　２つ目は、フィリピンの一番貧しい階層の
人達の暮らしです。セントヨゼフの生徒さん
がそこで暮らす子供達の小学校に訪問したそ
うです。十分な食べ物がないので、学校には
勉強だけでなく「１日１食」という大事な食
事をしに来ているのです。お土産に持って
行ったお菓子も家族のために持って帰り、夜
はお腹がすくので早く寝ると聞いて、同じ世
界で生きる私との生活の違いにとても複雑な
思いになりました。しかし、子供達はみんな
明るく元気だったそうです。生きることが一
生懸命で、生きていくことが素晴らしく思え
た発表でした。今は、私にはこういった人達
を支える事は出来ませんが、大人になったら、
いつか必ず、私がしてもらったように暖かい
支援をしたいと思います。
　昼の休憩時間を利用し、他校の人達とも交
流もでき、たくさんの人と笑顔で会話が出来
て楽しかったです。そのお陰で、プレゼント
ももらえて嬉しかったです。
　また、午後はＭｉｅＭｕを見学し、たくさ

んの三重県の様子を知る事が出来て、とても
良かったです。
　素敵な１日を過ごす事が出来ました。この
経験は、必ず役に立つと思います。このよう
な機会を頂きありがとうございました。

三重県インターアクト協議会に参加して
上野高校あすなろインターアクトクラブ　今中　美琴　

ギア倶楽部　１月例会成績
2015年１月15日（木）　於：伊勢中川カントリークラブ

ニアピン　№４　井本治見　　№７　廣澤浩一
　　　　　№11　山口　隆　　№14　本城　髙

RANK NAME OUT IN GROS H.C NET

優勝
準優勝
３位
４位
５位
６位
７位
８位

40
49
54
52
56
57
57
57

46
51
53
53
54
53
50
53

86
100
107
105
110
110
107
110

3
9
14
12
14
14
10
12

83
91
93
93
96
96
97
98

余野部　猛
山口　　隆
澤野　周勇
山本　禎昭
桃井　房夫
廣澤　浩一
本城　　髙
井本　治見
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第2979回　27.1.6　雨
�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
�入会式：新会員　粟辻寛明君入会
�R財団ポールハリスフェロー表彰：市川隆成君
�出席報告：①本日の出席率　88.23％　欠席者=桃井・
吉岡・山下・鉃﨑君の４君。②前々回の修正　91.17％
メークアップ=澤野（上野東）の１君。
�誕生日祝い：山口・市川・桂（ソング）の３君。
�会長報告：＊あけましておめでとうございます。昨
年１年を振り返って、①捏造、改ざん（Stap細胞、朝
日新聞など）、真実を知りたいと国民が思う疑問に対し
て、不充分に感じる。②市長がご乱心の言葉を使った
ことに対し思うこと。冷静さを失わず、後残りの会長
職に励みたい。③健康に充分気を付けて頑張りたい。
�幹事報告：＊創立記念例会の内容について。＊下期、
会費の納入について。＊新会員粟辻君の所属委員会（親
睦小委員会）について。＊１月よりロータリーレート１
ドル118円。＊伊賀JC新年会について（1/21開催）。お祝
い金として10,000円。＊上野・上野東合同ゴルフコンペ
の優勝杯、上野東から持ってきていただきまして、ロー
タリー事務所に置いてあります。
�委員会報告：ギア倶楽部・合同ゴルフコンペ（12月例会）
優勝　山本君。
�ロータリーの友読みどころ：中森君。
�ニコBOX：中村・小坂・神戸（あけましておめでとう
ございます。新会員の粟辻君をお迎えして）、木津（新年、
あけましておめでとうございます。今年もよろしくお
願いします）、岡本（安倍首相と握手しました。やわら
かい手でした）、山口・市川（誕生日を自祝して）、山本（ゴ
ルフW優勝を自祝して）の各君。
�卓話：会長年頭挨拶

第2980回　27.1.13　晴れ
創立記念例会
�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
�連続・累積出席表彰：連続・累積20年　神戸君
　　　　　　　　　　　累積20年　　　　廣澤君
　　　　　　　　　　　連続５年　　　　井本君
�出席報告：①本日の出席率　91.89％　欠席者=吉岡・
丸山・木津の３君。②前々回の修正　96.96％　メーク
アップ=鹿野・福増（中・高年健康体操）の２君。
�会長報告：＊昨年の60周年記念式典で白波５人男を
したことを思い出します。＊１年半の間に、副会長・
会長エレクト・会長を経験させていただきました。あと、
半年の間よろしくお願いします。
�幹事報告：＊下期の会費について、次週、信用金庫か
ら集金に来てくれます。＊本日の家族の方の登録料は次回
の例会でいただきます。＊例会変更。
�委員会報告：なし

上野ロータリークラブ　　例　会　記　録

�ニコBOX：中村・小坂（第61回創立記念例会を祝して、
本日は左橋さん、桂さん演奏をよろしくお願いします）、
山口（本日は左橋さん、桂さんよろしくお願いします）、
粟辻（入会させていただき有難うございます）、岡本（会
長・幹事・福増さんありがとうございました）、左橋（娘
の美声を聞いてやってください）の各君。
�卓話：新年家族会
アトラクション「左橋さん、桂さんの演奏会」「ビンゴ大会」

第2981回　27.1.20　晴れ
�点鐘：中村晶宣会長
�司会：岡本邦裕君
�Song：「日も風も星も」、「トロイカ」
�ビジターズ：恒岡弘二、葛原、三谷（上野東）の３君。
�ゲスト：なし
�出席報告：①本日の出席率　82.35％　欠席者=山下、
丸山、神戸、宮田、別所、土居の６君。②前々回の修正
97.05％　メークアップ=桃井・吉岡（上野東）、鉃﨑（名
張中央）の３君。
�会長報告：＊大寒について。＊インフルエンザが蔓
延していますので気を付けて下さい。＊吉岡さんがお
元気になられて例会に出席されています。＊本日予定
のクラブアッセンブリーについて。
�幹事報告：＊例会変更。
�委員会報告：なし
�ニコBOX：葛原・三谷（上野東）（お世話になります）、
恒岡（上野東）（早々お世話になります。本年もよろしく
お願いします）、吉岡（先週はご無礼いたしました）、市
川（ギア倶楽部のみなさん、大変失礼しました）の各君。
�卓話：クラブアッセンブリー（前半）

第2982回　27.1.27　雨のち曇り
�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」、「銀色の道」
�ビジターズ：戸上（上野東）の１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　94.11％　欠席者=宮田、
市川の２君。②前々回の修正　97.29％　メークアップ=
吉岡・丸山（亀山）の２君。
�会長報告：＊田山アシスタントガバナーと懇談会を
11時から行いました。
�幹事報告：＊上野東ロータリークラブのドリームコ
ンサートの件（2/7）。＊例会変更。
�委員会報告：野球リングスから　２月14日（土）懇親
会を開催。
�ニコBOX：戸上（上野東）（お邪魔します。どうぞよろ
しく）、中村・小坂・鹿野・堀川・石橋（田山ガバナー
補佐、本日はよろしくお願いします）、吉岡（戸上様、
お正月ようこそお越しくださいました）、上田（お誕生
日を自祝して。長期の休会すみません。三人目の孫、
男の子が誕生しました）、稲浜（早退のお詫び）、丸山（ホー
ムクラブ連続欠席のお詫び）の各君。
�卓話：中勢・伊賀グループガバナー補佐　田山雅敏氏
　　　　クラブアッセンブリー（後半）


