
（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/

2015.　5.
Vol. 37. No.11.

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

上野ロータリークラブ少年野球教室
青少年育成小委員長　宮田　真吾

　３月21日（祝）に上野公園野球場にて晴天の中、第15回上野ロータリークラブ少年野球教室
が開催されました。
　少子化の事もあり参加人数は年々少なくなってきてますが、本年度も元中日ドラゴンズで活
躍されてた４人の講師を迎え、昨年に引き続き各チームの代表の監督やコーチとのディスカッ
ションの時間を持ちたいとの申し出もあり、開会に先立ち上野スポーツセンター会議室にて懇
談会を開催しました。13：00より参加者全員で記念写真その後グラウンドに整列、上野ロータ
リクラブ中村会長の挨拶、伊賀市教育長の野口様、講師の元中日ドラゴンズ彦野外野手のプロ
グラム説明後、各ポジションに分かれて細かく熱心なご指導を３時間していただきました。
　閉会式では、講師の先生方から基本練習と毎日の努力が将来の甲子園球児、プロ野球選手と
ちから強い総評を頂戴し、福増委員長の締めの挨拶で有意義な野球教室を終えることができま
した。
　最後に今回の野球教室の開催にあたり、準備運営に多大なご協力いただいたロータリアンの
皆様に深く感謝をいたします。
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5 月クラブ行事予定 〔告　　知　　板〕

４月例会の一コマ

５日 法定休会

12日　11：30　第11回定例理事役員会
　　　12：30　例会（2996）　クラブの日
　　　12：30　次年度委員会別会議
　　　18：00　第５回次年度理事役員会
　　　18：30　新旧引継ぎ会及び懇親会
　　　12：30　「ヒルホテルサンピア伊賀」

19日　12：30　例会（2997）
　　　12：30　卓話　北伊勢上野信用金庫　相談プラザ名張
　　　　12：30個人営業部　橋爪隆治氏　

26日　12：30　例会（2998）
　　　12：30　卓話　土地家屋調査士　神戸照男氏

◎新旧引継ぎ会及び懇親会
　５月12日㈫　18：30〜
　「ヒルホテルサンピア伊賀」

◎中勢・伊賀グループ次期会長・幹事・事務
局懇談会

　５月15日㈮　17：00〜20：00　「新玉亭」

◎地区インターアクト教師部会
　５月17日㈰　14：00〜16：00　
　「四日市商工会議所１Ｆホール」

◎５月生まれの会員
　５日　今岡　睦之君　16日　粟辻　寛明君
　20日　山本　禎昭君

2

▲町野君退会挨拶（4/14）

▲卓話　NPO法人東亜天文学会理事　田中利彦氏（4/28）▲卓話　㈱マツザキ代表取締役　松崎将司氏（4/21）

▲ギア倶楽部３月例会優勝　山口君（4/14）

▲次年度委員会別会議（4/14）
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　３月14日鈴鹿サーキット・ホスピタリティ

ラウンジで会長エレクト研修セミナーが開催

されました。10時30分に点鐘、150名程の参

加者が2630地区岡田信春ガバナーエレクトか

ら2015〜2016年度ＲＩ会長テーマと地区方針

を真剣に聞き入っておりました。

　午後から、クラブ会長としての役割と責務

と言う課題で、次期地区研修員委員長・地区

研修委員長・ガバナー石垣智康氏から教授い

ただきました。その後、各次年度地区委員会

より委員長の方針を述べられ、17：00に閉会

の点鐘、長い一日の勉強会が終了しました。

　2015〜2016年度ＲＩ会長のテーマは、「世

界へのプレゼントになろう」であります。

　地区活動方針テーマは［過去･現在･今･行

動するロータリーアン］であります。

　この長かった１日の研修セミナーを無駄に

せずに、少しでも理解を深めて、当クラブの

方針を決めたく思っております。

会長エレクト研修セミナー報告
会長エレクト　鉃﨑　　薫　

余野部　猛

本城　　髙

桃井　房夫

山下　雅一

稲濱　建夫

山本　禎昭

廣澤　浩一

山口　　隆

福田　豊治

鉃﨑　　薫

上野RCギア倶楽部４月例会成績表
2015年４月16日　於：浜島カントリークラブ
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少年野球教室　（3/21）の一コマ
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第2991回　27.3.31　晴れ
�点鐘：中村晶宣会長
�司会：岡本邦裕君
�Song：「四つのテスト」、「花のメルヘン」
�ビジターズ：なし
�ゲスト：伊賀JC（上田・野口・南出）、法人会青年部（木
宮・谷）、上野商工会議所青年部（辻・松本）の７氏。
�出席報告：①本日の出席率　91.42％　欠席者=福増・
榊原・川向の３君。②前々回の修正　97.29％　メーク
アップ=吉岡（上野東）、福増（野球教室）の２君。
�会長報告：＊オブザーバーの７人をお迎えして、平
均年齢が若くなった感じです。＊土居君と町野君が転
勤で退会です。新しい会員も早く入会できるように手
続きをしたいです。
�幹事報告：＊次回4/6は早朝例会で親睦家族会です。
＊例会変更。
�委員会報告：＊クラブ管理委員長より　4/6春の親睦
家族会です。早朝例会で8：30点鐘です。
�土居君退会の挨拶
�ニコBOX：中村・小坂（若年皆様ようこそお越しくださ
いました）、山下（新施設のオープン記念として）の各君。
�卓話：夜間例会　クラブ管理委員会担当

第2992回　27.4.6　曇り時々雨
早朝例会（春の親睦家族会）　

第2993回　27.4.14　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：葛原（上野東）の１君。
�ゲスト：なし
�出席報告：①本日の出席率　81.25％　欠席者=別所・
稲浜・山本・鉃﨑・市川・川向の６君。②前々回の修
正　94.28％　メークアップ=福増（上野東）、榊原（野球
教室）の２君。
�退会の挨拶：町野君
�誕生日祝い：澤野・木津・中森・井本・町野の５君。
�会長報告：＊春の親睦家族会の報告とお礼。＊例会
出席について。
�幹事報告：＊少年野球教室の決算報告について。＊町
野君退会について。＊久居ロータリークラブ創立20周
年記念例会に会長出席。お祝い金（10,000円）について。
＊３月20日ロータリー財団補助金採択通知について。
＊４月２日上野・上野東会長幹事会、申し合わせ事項につ
いて。＊米山功労クラブ感謝状について＊例会変更の件。
�委員会報告：ギア倶楽部より　３月例会優勝　山口君。
�ニコBOX：葛原（上野東）（お世話になります）、左橋（山
口委員長、先日の家族会素晴らしい企画をしていただき
有難うございました。また、私の姉まで連れて行っていた
だき恐縮しております）、町野（誕生日を自祝して。長い
間有難うございました）、山口（ギア倶楽部３月例会ゴ
ルフ優勝を自祝して、久しぶりに好スコアーでまわれ

上野ロータリークラブ　　例　会　記　録

ました）、鉃﨑（欠席のお詫び）の各君。
�ロータリーの友の読みどころ：石橋君
�卓話：クラブの日　次年度の委員会

第2994回　27.4.21　曇り
�点鐘：中村晶宣会長
�司会：小坂元治君
�Song：「日も風も星も」、「春の唄」
�ビジターズ：川地清弘（名張）の１君
�ゲスト：㈱マツザキ代表取締役　松崎将司氏
�出席報告：①本日の出席率　91.42％　欠席者=丸山、
岡本、宮田の３君。②前々回の修正　93.93％　メーク
アップ=なし。
�会長報告：＊岐阜で会長エレクト研修セミナーがあっ
たことで、自分が年次計画で「語り合う」を作成した
日を懐かしく思い出し、残りの期間を初心に返って頑
張りたい。
�幹事報告：＊4/24上野フレックスホテルで中勢・伊
賀グループの会員増強セミナーが開催されます。＊例
会変更について。
�委員会報告：なし
�ニコBOX：川地（名張）（お世話になります）、中村・
小坂（松崎さん、本日の卓話よろしくお願いします）、
木津（誕生日を自祝して）、神戸（早退のお詫び）、山森・
川向・中坂・別所・山本（欠席のお詫び）の各君。
�卓話：㈱マツザキ代表取締役　松崎将司氏　
　　　　「馬野川の水力発電について」

第2995回　27.4.28　晴れ
�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」、「おお牧場は緑」
�ビジターズ：中島（名張）の１君。
�ゲスト：NPO法人東亜天文学会理事　田中利彦氏、
奥田雅宣氏
�出席報告：①本日の出席率　93.93％　欠席者=宮田・
別所の４君。②前々回の修正　93.75％　メークアップ
=山本（上野東）、稲浜・鉃﨑・木津（地区協議会）の４君。
�会長報告：＊桜〜さつきの季節へ　外を見ますと若
葉が一杯になってまいりました。
�幹事報告：＊新会員２名を予定。＊岡本君休会。＊
4/24会員増強セミナー開催されました。＊昨日インター
アクト顧問教師とのインターアクト懇談会を開催いた
しました。＊指名委員会を本日、例会終了後に開催い
たします。＊例会変更。
�委員会報告：なし
�ニコBOX：中島（名張）（お邪魔します）、中村・小坂（田
中様ようこそいらっしゃいました。本日の卓話よろしくお願
いします）、榊原（4/25に文化会館にて親子で演奏してき
ました。）、岡本（休会させていただきます。勝手して申
し訳ございません）、山本（早退のお詫び）の各君。
�卓話：NPO法人東亜天文学会理事 　田中利彦氏
　「日食の話」


