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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

上野ロータリー2016年新春を迎えて
RC会　長　鉃　 﨑　　　薫

　新年明けましておめでとうございます。
　会員ご家族の皆様方におかれましては､良き新春をお迎えのことと
お慶び申し上げます。
　昨年の７月から会長職を拝命し半期が過ぎました｡この間、国外で
はフランスで同時多発テロ、国内ではTPP・消費税、2016年は伊勢志
摩サミット・2020年にオリンピック・パラリンピックの開催と決めて
る我が国の情勢で有りまして、我がロータリーでは本年度RI会長ラ
ビ、ラビンドラ氏のテ−マ『世界へのプレゼントになろう』を受けて、
2630地区岡田ガバナ−は、『過去・現在・今・行動するロータリアン』
を挙げられました。当クラブもこの方針を理解し上半期の事業を進め
てまいりました。

Ⅰ　会員増強　　８月には会員増強の卓話にて会員増強を推し進めました。

Ⅱ　財団の寄付　ロータリー財団・米山奨学資金については、ポールハリスフエローに３名が
表彰されました。７月と、10月には地区ロータリー財団研修セミナーが開催
され、ロータリー財団小委員長にご出席頂きました。

Ⅲ　人道的支援　本年度新規事業（ロータリーディ）として地区より財団の補助金を頂き『発
達障害への理解を深める講演会』を、2016年２月13日に開催します。只今準
備を進めているところです。

Ⅳ　青少年育成支援活動　
11月には三重県インタ−アクト協議会が開催され伊賀白鳳高校から生徒・教
師含めて５名の参加を頂きました。又継続事業として行っている少年野球教
室は、2016年３月21日に上野運動公園野球場にて開催予定で、準備を進めて
います。

　その他、ガバナー公式訪問例会・IM・地区大会・上野東ＲＣ合同例会・合同ゴルフコンペ
等におきましてもご参加ご協力を頂いたお陰で、上半期を無事に終えることが出来ました。厚
くお礼申し上げます。後、下半期におきましても一層のご理解とご協力をお願い申し上げまし
て年頭の挨拶とさせて頂きます。
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５日　 　公認休会

12日　８：30　例会（3025）早朝例会（新年正式参拝例会）
９：00　第７回理事役員会議

19日　18：30　例会（3026）創立記念例会

26日　12：30　例会（3027）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（12/15）

▲卓話　堀川ヨガスクール代表　堀川郁子氏（12/22）

▲伊賀白鳳高校　インターアクト部　生徒３名、河井先生（12/1）

 副会長　　　　　　　　　本城　　髙 
 幹事　　　　　　　　　　中森　良文
 会計　　　　　　　　　　左橋　佳三 
 ＳＡＡ　　　　　　　　　丸山　統正
　理事　　　　　　　　　　堀川　一成 
 理事　　　　　　　　　　石橋　正行
 理事　　　　　　　　　　山出　美材
 理事　　　　　　　　　　粟辻　寛明
 理事　　　　　　　　　　山本　禎昭
 副幹事　　　　　　　　　福増　久史
 副ＳＡＡ　　　　　　　　磯山　喜広

◎１月生まれの会員
　15日　磯山　喜広君　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26日（第４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19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　吉岡　正巳
　　　　　　　　15年　榊原　成人
　　　　　　　　10年　鹿野　俊介
　　　　　　　　10年　市川　隆成
　　　　　　　　５年　福増　久史 

累積皆出席者　10年　鹿野　俊介
　　　　　　　　10年　市川　隆成

◎2016〜2017年理事役員
　会長　　　　　　　　　　市川　隆成
　直前会長　　　　　　　　鉃﨑　　薫
　会長エレクト　　　　　　別所　泰弘

▲卓話　社会福祉法人名張育成会部長　森本充契氏（12/8）

▲ギア倶楽部１１月例会優勝　余野部君（12/8）
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　伊賀白鳳高校二年　美山　千里

　先日、三重県インターアクト協議会があり
ました。想像以上にインターアクト部として
活動している人が多く、驚きました。プロジェ
クターなどを使っての発表もあり他校のイン
ターアクト部の活動を知ることができるとて
も良い機会となりました。プラネタリウムで
は、私たちに分かりやすいようにポケットモ
ンスターのアニメが使用されていました。夜
空の星はとても美しかったです。
　今回のインターアクト部協議会を通して、
他校では花の苗植えなどを行っていることを
知りました。花をたくさん植えたら、学校も
華やかになると思うので、私もこの学校の取
り組みを参考にし、このような活動を行いた
いと思いました。

伊賀白鳳高校二年　中島　　楓
　私は、三重県インターアクト協議会に伊賀
市の高校生代表として参加させていただきま
した。まず、自分達以外にもインターアクト
部に所属して頑張っている人が本当に多いこ
とに驚きました。四日市工業高等学校さんの
学校紹介で、駅の清掃活動をしたり町のお祭
りの企画に参加したりなど、とても活動的で
私たちももっと色々な機会に参加していきた
いなと思いました。
　交換留学生派遣報告では、伊藤さんという
方が月間留学していた時の貴重なお話を聞か
せていただくことが出来ました。国際交流に
対する興味が少し湧きました。また、自分の
体験を笑顔でとても楽しそうに話す伊藤さん
に、会場の雰囲気も温まり、私自身も勇気を
いただきました。
　今回の参加をきっかけにもっとたくさんの
人と交流をしていろんな視点で物事を見つめ
られるように努めたいです。

伊賀白鳳高校二年　庄山　珠莉
　私は今回、インターアクト部の活動で初め
て上野高校さん以外のインターアクト部の人
達とお会いしました。
　今まで地域内での活動しか参加したことが
なかったので緊張もしたけどすごく新鮮さを
感じました。

　学校内ではあまり知られていない部活では
あるけど、中々普通の部活や学校生活では体
験できないことばかりあるので、これからも
参加していきたいし、とても魅力がある部活
だと思います。

三重県インターアクト協議会の報告

上野・上野東合同コンペ成績表
2015年12月15日（火）　於：ルート25ゴルフクラブ

上野順位 NAME OUT IN GROS H.C NET 合同順位 修正HC

優勝

２位
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６位

７位

８位

９位
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12位
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45
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50
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54
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99
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13

16
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13

19

17

2

20

13

15

11

20

11

72

75

78

79

79

79

80

80

83

84

84

85

90

23

6

10

22

5

19

3

13

2

4

17

18

9

9

13

15

本城　　髙

伊藤　康彦

今岡　睦之

桃井　房夫

鉃﨑　　薫

山本　禎昭

余野部　猛

井本　治見

稲濱　建夫

廣澤　浩一

山口　　隆

丸山　統正

澤野　周勇

団体戦　上野クラブ勝利
<貢献者：稲濱（２位）・余野部（３位）・廣澤（４位）>
ニアピン　余野部（２個）・山口・伊藤
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第3021回　27.12.1　晴
�点鐘：鉃﨑薫会長
�司会：中森良文君
�Song：「君が代」、「奉仕の理想」
�ビジターズ：恒岡（上野東）の２君
�ゲスト：伊賀白鳳高校インターアクトクラブ（教師
１名・生徒３名）
�出席報告：①本日の出席率　87.5％　欠席者=福増・
榊原・丸山・川向の４君。②前々回の修正　100％　メー
クアップ=川向（シンガポール「ラッフルブシティー」）
の１君。
�誕生日祝い：榊原・空森・中村・川崎事務局員の４君。
�会長報告：＊賞与支給の時期について。
�幹事報告：＊理事役員会の報告。＊連続・累積皆出
席表彰者の件。表彰は創立記念例会（1/19）に行います。
＊ガバナー補佐候補の旅費等について。＊新年正式参
拝例会ついて１月12日。＊ロータリーデー事業（2/13）。
＊少年野球教室（3/21）について。＊菅原神社書初め協
賛金について。＊上野商工会議所賀詞交換会について。
＊ロータリーレート12月１ドル120円。
�委員会報告：なし
�ニコBOX：恒岡弘二（上野東）（度々お世話になります）、
鉃﨑・小坂・宮田（伊賀白鳳高校インターアクト部の皆
様ようこそお越しくださいました。本日はよろしくお
願いします）、余野部（ギア倶楽部11月例会優勝を自祝
して）、市川（いよいよ次年度にむけての活動が始まり
ます。今後ともよろしくお願いします）、中村（誕生日
を自祝して）、別所（前回欠席のお詫び）の各君。
�ロータリーの友の読みどころ：左橋君
�卓話：＊伊賀白鳳高校インターアクトクラブ（教師１
名・生徒３名）　三重県インターアクト協議会の報告。
＊年次総会（次年度理事役員承認）

第3022回　27.12.8　晴
�点鐘：鉃﨑薫会長
�司会：中森良文君
�Song：「我等の生業」、「また逢う日まで」
�ビジターズ：恒岡弘二・葛原（上野東）の２君。
�ゲスト：社会福祉法人名張育成会部長・森本充契氏
�出席報告：①本日の出席率　87.87％　欠席者=市川・
山下・福増・宮田の４君。②前々回の修正　91.66％　メー
クアップ=井本・宮田（はぐるま会）、稲濱・別所・山下・
磯山（地区大会）の６君。
�会長報告：＊国旗制定について。
�幹事報告：＊1/12早朝例会（新年正式参拝）＊ポリオ
撲滅学友による新春コンサートのチケット募集、回覧

（1/28）。＊例会変更。
�委員会報告：＊ギア倶楽部11月例会優勝　余野部君。
�ニコBOX：恒岡・葛原（上野東）（お世話になります）、
恒岡弘二（上野東）（本日もよろしく）、小坂（名張育成会
森本部長、ようこそおいで下さいました。本日、卓話

上野ロータリークラブ　　例　会　記　録

よろしくおねがいします）、榊原（誕生日を自祝。欠席
のお詫び）、山本（早退のお詫び）の各君。
�卓話：社会福祉法人名張育成会部長・森本充契氏

第3023回　27.12.15　18：30点鐘　雨
�点鐘：鉃﨑薫会長
�司会：中森良文君
�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　88.23％　欠席者=別所・
宮田・榊原・山下の４君。②前々回の修正　96.87％　メー
クアップ=榊原・丸山・福増（地区大会）の３君。
�会長報告：＊本日の合同コンペ参加のお礼。
�幹事報告：＊ひまわり作業所よりバザーのお礼が来
ています。＊例会変更。
�委員会報告：なし
�ニコBOX：松本・上村（上野東）（上野RCの皆さん、
本日は設営有難うございます。よろしくお願いします）、
中尾・三山・中井（上野東）（上野RCの皆さん、本日は
お世話になります）、廣澤（上野RCの皆さん、ようこそ
お越しくださいました）、空森（誕生日を自祝して）、上
野東（団体戦のお金です）の各君。
�卓話：上野・上野東合同例会 

第3024回　27.12.22　晴
�点鐘：鉃﨑薫会長
�司会：中森良文君
�Song：「それでこそロータリー」、「昴」
�ビジターズ：なし
�ゲスト：堀川ヨガスクール代表　堀川郁子氏
�出席報告：①本日の出席率　91.17％　欠席者=本城・
別所・伊藤の３君。②前々回の修正　91.17％　メークアッ
プ=市川（クリーンウォーキング）、福増（亀山）の２君。
�会長報告：＊上半期の活動のお礼と下半期事業への
協力。
�幹事報告：＊例会終了後職業・社会奉仕委員会を開催
します。＊1/12（火）早朝例会（菅原神社正式参拝例会）。
＊例会変更。
�委員会報告：＊クラブ管理委員会より　第62回創立
記念例会（1/19）の案内について。＊前年度広報委員長
より　年報がやっと出来ました。
�ニコBOX：鉃﨑（上半期皆様にお世話になりました。
下半期もよろしくお願いします）、小坂（堀川さんよう
こそおいで下さいました。卓話よろしくお願いします）、
榊原（堀川郁子様、今日はハードではなく、ソフトヨガ
をよろしくお願いします）、山出・桃井（本日、早退の
お詫び）、福田（度々の欠席申し訳ございませんでした）
の各君。
�卓話：堀川ヨガスクール代表　堀川郁子氏


