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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

　数年で古希を迎える、伝統ある上野ロータリークラブ2015〜2016の会
長をお引き受けることと成り、日々その重責を感じる毎日で有ります。
ロータリーの認識度が浅い私ですが、会員の皆様方の助力を頂きながら、
クラブ発展の為、誠心誠意努めさせて頂く所存でございます。何卒よろ
しくご支援､ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
　本年、K.R. “ラビ” ラビンドランRI会長が、掲げられたテーマは、「世
界へのプレゼントになろう」であります。地位や身の上にかかわらず、
才能・知識・能力・努力・そして献身と熱意など、誰でも与えることの

できる何かをもっているはずです。ロータリーを通じて、これらを世界にプレゼントすること
で、誰かの人生に、そして世界に、真の変化を起こすことができるはずですと論じられています。
　これを受けて、2630地区岡田ガバナーの【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』　［会長賞に挑戦しよう］を掲がられ､重点目標として、会員増強と維持・
財団の寄与推進・人道的事業の参加・青少年（新世代）の支援と、四の強調事項が設定されま
した。

このようにＲＩ会長・地区ガバナーの希望を理解し、2015~2016年上野ロータリークラブの基
本方針を申し上げます。
Ⅰ　会員増強

毎年のごとく目標に掲げておりますが、少子高齢化に伴い、経済疲弊もあり、退会者が続出、
入会者が激減の状況を、全会員の御協力で打開して頂く事が、重要と思います。

Ⅱ　財団の寄付。
　ポリオ撲滅募金活動の推進。

ロータリー財団・米山奨学資金については、従来通り皆様方の理解を得ると共に、協力して
いきたく思います。

Ⅲ　人道的支援
今年､新しい取り組む事ですが、発達障害に関する活動支援及び勉強会。この事業は、昨年度
に地区協に申請し、認定を頂いたところです。

Ⅳ　青少年育成支援活動
継続事業で有る、少年野球教室の開催とインターアクトクラブ活動の充実。

以上４点をクラブの目標として設定いたします。この方針には､最大限全員参加体制をもって、
良い結果が得られるように、望みたく思います。
　又、ロータリーの原点である例会の充実と親睦の輪を広げ深める事は、当然の事であり、与
えられた１年間全力を尽くして前進するつもりです、会員の皆様方、ご支援・ご協力賜ります
ようお願い申し上げます。

2015〜2016年度クラブ活動の基本方針
会　長　鉃﨑　　薫
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2015年
８月４日（火）　クラブ協議会
８月15日（土）〜16日（日） インターアクト年次大会
９月10日（木）　上野・上野東ガバナー公式訪問
　　　　　　　合同例会
９月26日（土）　中勢・伊賀分区 インターシティ
　　　　　　　ミーティング
11月21日（土）〜22日（日）
　　　　　　　国際ロータリー第2630地区大会
12月15日（火）　上野・上野東合同例会
2016年
１月19日（火）　創立記念例会
３月17日（木）　上野・上野東合同例会

2015 〜 16 年度行事

７日　11：00　第１回定例理事・役員会   

　　　12：30　例会　会長年頭挨拶

14日　12：30　例会　クラブアッセンブリー

８日　12：30　各委員長事業計画説明 

21日　12：30　例会　新会員卓話　粟辻寛明君

28日　12：30　例会

８日　12：30　収支予算決算報告・定款細則説明

7 月クラブ行事予定

◎会費納入について
　前期会費　130,000円
　７月21日（第３例会日）に徴収します。
　銀行振替納入の方
　（7月17日　自動引き落とし）
　振込みの方は北伊勢上野信用金庫上野営業部
　普通預金411349　上野ロータリークラブ　
　７月31日までにお願い致します。
◎地区ロータリー財団委員会セミナー開催
　７月26日（日）　岐阜都ホテル
◎７月生まれの会員
　４日　鹿野　俊介君　６日　稲濱　建夫君

15日　石橋　正行君　21日　宮田　真吾君
　24日　鉃﨑　　薫君

◎新年度第１回理事会にて決定すべき事項
　①会計取り扱い金融機関について
　　北伊勢上野信用金庫上野営業部
　②会計監査委員の委嘱について　左橋佳三君
　③例会主宰者の氏名決定 
　　ａ．鉃﨑　薫会長
　　ｂ．市川隆成会長エレクト　
　　ｃ．別所泰広副会長
　　ｄ．廣澤浩一理事
◎例会出席免除申請者について
　中坂實宏君　　福田豊治君　　左橋佳三君

余野部猛君　　今岡睦之君　　空森栄幸君
以上６名

◎事務職員の処遇について
　月曜日〜金曜日　10：00〜16：00
　昼食休憩　　　　12：00〜13：00

〔告　　知　　板〕

▲入会式　磯山喜広君
　伊藤康彦君（6/2）

▲ギア倶楽部5月例会
　優勝　鉃﨑君（6/2）

▲田山ガバナー補佐
　訪問挨拶（6/2）

▲中村会長挨拶（6/9）

▲卓話　中坂實宏君
（6/9）

▲3000回記念例会（6/9） ▲榊原君へ地区より委嘱状
（6/23）

6 月例会の一コマ
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　春の天気の特徴に「花曇り」と表現する言
葉がありますが、まさに今年の親睦家族会は

「花曇り」の一日でした。
　直前に体調不良により何名か欠席されまし
たが、総勢32名の会員及び家族の方の登録を
得ました。
　４月６日（月）早朝８時40分に上野を出発、
最初の目的地は「あべのハルカス」です。
　既に「あべのハルカス」へは、行かれた方
が多いと思いますが、「ハルカス300」は日本
一の高さ300ｍのビルの展望台で、58階から
60階の３層構造になっております。会員の皆
様は、吹き抜けの最下層にある屋外広場のカ
フェダイニングバーで休憩したり、眺望を楽
しんだりして昼食までの一時の時間を過ごし
ました。残念ながら遠景を望めない天候でし
たのが少し残念でした。
　昼食会場は同じビルの19階へ移動し、大
阪マリオット都ホテル「ライブキッチン
COOKA」で、それぞれ好みの料理を堪能し
たと思います。
　このレストランの名称「COOKA」は、ど
ういう意味でしょうか？どうも「食うか！」
という関西弁からきているようで、関西人特
有のユーモアが垣間見えてきます。
　午後は、まずNHK大阪放送局の見学です。
小坂幹事の計らいにより、NHK津放送局、
同じく大阪放送局の職員の出迎えを受け、通
常の見学コースではなく特別の見学コースを
組んでいただいたようで、まずNHK大阪放
送局の営業部長の挨拶から始まり、番組CP
による講演及び撮影現場におりてのスタジオ
見学をさせていただくなど、貴重な体験をさ
せていただきました。
　最後は今回の親睦旅行のメインであります
松竹座の観劇（藤山直美主演「かぐや姫」）
です。
　バスの停車場の関係で道頓堀界隈を500ｍ
ほど歩きましたが、あちこちで外国語（中国
語？）が聴こえてきたのは、昨今各地で見ら
れる風情でしょうか。
　笑いあり、歌ありの約３時間でしたが、私
にとっては久しぶりの感

・
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・

でした。

　上野へは少し遅れて９時ごろの到着であっ
たと思います。参加された会員及び家族の皆
様、お疲れ様でした。

親睦家族旅行報告
クラブ管理委員会　山口　　隆　

ニアピン　余野部　２コ、廣澤　１コ
グランドチャンピオン（カップ取切り戦）　優勝　余野部　猛

（年間優勝者によるダブルペリア方式にて決定）

上野ロータリークラブ ６月例会成績
2015年６月18日（木）於：滋賀ゴルフクラブ

RANK NAME OUT IN TOTAL H.C NET

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

41
47
47
48
51
48
50
54
48
53
57
53

40
49
49
48
52
51
50
50
60
53
56
52

81
96
96
96

103
99

100
104
108
106
113
105

1
13
12
8
15
10
11
12
15
12
14
5

80
83
84
88
88
89
89
92
93
94
99
100

余野部　猛
今岡　睦之
山本　禎昭
本城　　髙
神戸　安男
桃井　房夫
稲濱　建夫
澤野　周勇
山下　雅一
鉃﨑　　薫
廣澤　浩一
山口　　隆

　
　
　
　
上
田
泰
生
君
さ
よ
う
な
ら

　
　
平
成
二
十
七
年
六
月
十
七
日



4

第2999回　27.6.2　晴
�点鐘：中村晶宣会長
�司会：小坂元治君
�Song：「君が代」、「奉仕の理想」
�ビジターズ：森（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 
�入会式：磯山喜広君、伊藤康彦君2名入会。
�出席報告：①本日の出席率　88.23％　欠席者=山下・
川向・福増・石橋の４君。②前々回の修正　100％　メー
クアップ=宮田（インターアクト教師部会）の１君。
�誕生日祝い：丸山・川向・神戸の３君。
�会長報告：＊桑名の御木曳、石取り祭について。＊平
和で安全な日々でありたい。
�幹事報告：＊韓国第3600地区年次大会交換派遣学生
について（上野高校１年の関佳恵さん）＊８月15日・16日
に第38回インターアクト年次大会開催。＊ポリオ撲滅街頭
募金（６月10日、イオン伊賀上野店）＊６月９日　第3000
回記念例会に中坂さんに卓話をお願いしました。＊５月21
日　ネパール震災義援金を37,000円送金（ニコニコボック
スより）＊６月14日名張中央ロータリークラブ創立20周年
記念式典。中村会長出席予定　＊山森博君退会について。
＊新会員入会について（磯山君・伊藤君）＊クールビズ実
施について。6/1〜10/31　＊ロータリーレート６月１ドル
118円。＊長期計画委員会について。＊年次計画書名簿の
確認。＊例会変更について。
�委員会報告：＊ギア倶楽部より　５月例会優勝　鉃
﨑君。
�ニコBOX：田山ガバナー補佐（上野東）（よろしくお願
いします）、森（上野東）（お邪魔します）、中村・小坂・
堀川・鹿野（田山ガバナー補佐をお迎えして。本日はよ
ろしくお願いします）、丸山（誕生日を自祝して，満77
歳喜寿となりました）、神戸（年金がもらえる年になり
ました。誕生日を自祝して）の各君。
�ロータリーの友の読みどころ：本城君
�卓話：クラブの日
　　　　中勢・伊賀グループガバナー補佐　田山雅敏氏

第3000回　27.6.9　曇り
�点鐘：中村晶宣会長
�司会：小坂元治君
�Song：「君が代」、「我等の生業」
�ビジターズ：なし
�ゲスト：なし
�出席報告：①本日の出席率　88.88％　欠席者=宮田・
別所・本城・山下の４君。②前々回の修正　93.75％　メー
クアップ=廣澤・鹿野・川向（上野東）の３君。
�会長報告：＊4000回の上野ロータリークラブの姿を
想像してみて。＊本日はお土産を用意してありますの
でお持ち帰り下さい。
�幹事報告：＊川向さんが東京ロータリークラブに行き、
バナーを交換してきました。
�委員会報告：＊福増国際奉仕・青少年奉仕委員長よ
り　6/10ポリオ撲滅街頭募金を行います。上野高校よ
り韓国派遣へ１名行きます。
�ニコBOX：中村・小坂・井本（3000回を祝して。中坂
さん卓話よろしくお願いします）、空森（久々に出席し
ます。今夜はよろしくお願いします）、川向（3000回記
念例会おめでとうございます。私もジャスト、今日誕

上野ロータリークラブ　　例　会　記　録

生日です）、山下（早退のお詫び）、山森（上野ロータリー
クラブ在籍30年という永きに渡り、ご一緒させていた
だき本当に有難うございました。これまでのメンバー
のお１人お１人の温かい友情に心から感謝申し上げま
す。退会後も今までと変わらぬお付き合いのほどよろ
しくお願いします。例会にてご挨拶させていただくの
が本意ですが、ニコニコボックスの書面にて失礼をお
許しください。今後、上野ロータリークラブのますま
すの発展とご隆盛をお祈り申し上げます）の各君。
�卓話：3000回夜間例会
　　　　中坂實宏君「2000回3000回の想い出」

第3001回　27.6.16　曇り
�点鐘：中村晶宣会長
�司会：小坂元治君
�Song：「日も風も星も」、「浜辺の歌」
�ビジターズ：恒岡弘二（上野東）の１君
�ゲスト：なし
�出席報告：①本日の出席率　84.84％　欠席者=山本・
磯山・市川・宮田・木 津の５君。 ② 前々回の 修正　
94.11％　メークアップ=川向（東京）、福増（上野東）の２君。
�会長報告：＊4000回に向かって１からのスタートになり
ます。＊６月10日にイオン伊賀上野店でポリオの募金を実
施しました。＊６月14日に名張中央RC20周年記念式典が
あり、出席してきました。＊子ども狂言が実施されました。
＊中村年度も、後３回を残すところとなりました。
�幹事報告：＊本日、臨時理事会を開催し、岡本君の
退会が承認されました。＊例会変更について。
�委員会報告：＊福増青少年奉仕委員長より　先日
6/10にイオンでポリオ募金を実施しました。伊賀白鳳
高校　生徒５名・先生２名、上野高校　生徒９名・先
生１名参加。募金額25,380円集まりました。
�ニコBOX：恒岡弘二（上野東）（度々お世話になります。
本日もよろしくお願いします）の１君。
�卓話：クラブアッセンブリー（前半）

第3002回　27.6.23　晴れ
�点鐘：中村晶宣会長
�司会：小坂元治君
�Song：「それでこそロータリー」、「切手のないおく
りもの」
�ビジターズ：なし
�ゲスト：なし
�出席報告：①本日の出席率　96.87％　欠席者=山下の
１君。②前々回の修正　94.44％　メークアップ=宮田（ポ
リオ募金）、伊藤（上野東）の２君。
�黙祷：6/17に上田泰生君がご逝去されました。
�地区インターアクト小委員長委任状の委嘱：榊原君。
�会長報告：＊亡くなられた上田君について。＊終わりが
大事です。最後まで頑張りますのでよろしくお願いします。
�幹事報告：＊年度の出席免除申請について。＊6/30
最終夜間例会の出欠について。＊例会変更。
�委員会報告：＊地区榊原インターアクト小委員長よ
り　韓国派遣学生の中止について。
�ニコBOX：稲浜（早退のお詫び）、榊原（次週例会欠席
のお詫び）の各君。
�卓話：クラブアッセンブリー（後半）


