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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

　昭和28年早春、上野ロータリークラブは先人の熱き思いの中、産声

を上げ、63年の月日が流れました。戦後復興から高度成長の時代、又

リーマンショックからの長く続いたデフレ下低成長の中、伊賀地区に

おいてロータリーの旗を揚げ「最も奉仕する者、最も報われる」とい

う超我の奉仕の実践を営々として続けてこられました先輩方に敬意を

申し上げます。

　この伝統ある当クラブの会長として、会員歴も浅い私が、１年間その職を全うする為にはク

ラブ会員お１人お１人の御活躍、お力添えが必要でございます。１年間「クラブ奉仕」を全て

の中心に置き、微力ながら尽力させていただく所存です。何卒よろしくお願い申し上げます。

　さて、本年度RI会長ジョンＦ.ジャーム氏は、「人類に奉仕するロータリー」を掲げられました。

　これを受けて2630地区𠝏田ガバナーはロータリーの原理原則を1923年のセントルイス国際大

会決議23-34にあると定義し、奉仕の理念は「他者への思いやりの心」をもって「助け合いの心」

でクラブを潤していくのが「クラブ奉仕」、仕事に従事するのが「職業奉仕」、地域社会・国際

社会を潤していくのが「社会奉仕・国際奉仕」、青少年に植え付けていく事が、「青少年奉仕」

であるとし、「思いやりの心」を作り、ロータリアンとして人格を形成する唯一の場所が例会

場だとされました。

　「最も出席するもの、最も報いられる」が本年度の地区活動方針テーマであります。まずは

足下を見つめ、会員の皆様と着実な歩みを続けたいと思います。2016〜2017年上野ロータリー

クラブの基本方針の詳細は年次計画書をご覧ください。項目のみ記しますと

１）例会への出席・例会の充実　２）親睦はロータリーの原点　３）会員増強と退会防止　４）財

団関係　５）人道的奉仕　６）新世代　７）公共イメージの向上であります。

2016〜2017年度クラブ活動の基本方針
会　長　市川　隆成
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2016年
７月12日（火）　クラブ協議会
８月７日（日）　インターアクト年次大会
９月13日（火）　名張・名張中央・上野・上野東
　　　　　　　合同例会（ガバナー公式訪問）
９月24日（土）　中勢・伊賀グループ インターシティ
　　　　　　　ミーティング
10月22日（土）〜23日（日）
　　　　　　　国際ロータリー第2630地区大会
12月15日（木）　上野・上野東合同例会
2017年
１月17日（火）　創立記念例会
３月14日（火）　上野・上野東合同例会

2016 〜 17 年度行事

５日　11：00　第１回定例理事・役員会   

　　　12：30　例会　会長年頭挨拶

12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 

19日　12：30　例会　会員卓話　井本治見君

26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19日（第３例会日）に徴収します。
　銀行振替納入の方
　（7月20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24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　山口　隆君
　③例会主宰者の氏名決定 
　　ａ．市川隆成会長会長
　　ｂ．別所泰広会長エレクト　
　　ｃ．本城　髙副会長
　　ｄ．石橋正行理事
◎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
石橋正行君　　以上７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〕

▲ギア倶楽部５月例会優勝
桃井君（6/7）

▲クラブアッセンブリー
（6/14）

▲ギア倶楽部６月例会優勝
余野部君（6/21）

▲ギア倶楽部取り切り戦優勝
今岡君（6/21）

▲卓話 伊賀市人権生活環境部市民生活課長
月井敦子氏（6/21） ▲最終夜間例会（6/28）

6 月例会の一コマ
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　本年度、最後の事業でありますポリオ撲滅
募金活動を６月22日（水）17時〜18時まで、
イオン伊賀上野店において実施させて頂きま
した。伊賀白鳳高校から顧問教師２名、生徒
12名、上野高校から顧問教師１名、生徒17名、
ロータリアン８名、合計40名と多くの方の参
加を頂きました。
　当日は、雨天という事もあり、各出入口に
分かれ、通られるお買い物客に、ポリオの現
状についての啓発チラシを配布し、１人でも
多くの子供たちを救うために真剣に募金を呼
びかけ、約１時間でしたが￥32,111-と多く
の募金をお預かりする事が出来ました。そし
て、二回の例会において会員の皆様にも御協
力を頂いた、￥26,100-、伊賀白鳳高校の文
化祭においての募金￥2,429-と合わせて合計
￥60,640-を財団を通じてWHOに寄託させて
頂きました。
　チラシ配布と募金活動の実施により、ポリ
オについての啓蒙活動ができました。そして、
伊賀上野ケーブルテレビの取材も頂き、ポリ
オ撲滅活動についての発信ができた事、上野
高校、伊賀白鳳高校の生徒間の交流も持てた
事が、大変意義ある活動だったように思います。
　会員の皆様に御協力頂き、そして、イオン
伊賀上野店様にも御協力を賜りました事に深
く感謝申し上げます。一年間、ありがとうご
ざいました。

ポリオ撲滅募金活動
国際奉仕・青少年奉仕委員会　インターアクト担当　福増　久史

上野ロータリークラブ ６月例会成績
2016年６月16日（木）於：滋賀ゴルフクラブ
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余野部　猛

神戸　安男

今岡　睦之

桃井　房夫

本城　　髙

山口　　隆

山下　雅一

澤野　周勇

廣澤　浩一

鉃﨑　　薫

井本　治見
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第3045回　28.6.7　曇
�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　94.11％　欠席者=神戸・
磯山の２君。②前々回の修正　96.87％　メークアップ=
榊原（地区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。
�会長挨拶：＊安全運転について。＊自動運転が2020
年から開始されるかも。
�幹事報告：＊上野高校（関佳恵さん）、インターアク
ト韓国派遣合格。＊6/28、最終夜間例会。＊第39回イ
ンターアクト年次大会について（8/7）。＊ロータリー
レート６月１ドル110円。＊ポリオ募金（6/22）17：00〜
18：00イオン伊賀上野店にて。＊次回、クラブアッセン
ブリーです。＊例会変更。
�委員会報告：なし
�ロータリーの友の読みどころ：左橋君
�ニコBOX：神戸（上野東）（お邪魔します）、本城（左
橋さん、ロータリーの友の読みどころ１年間有難うご
ざいました。お礼申し上げます）、神戸・丸山・川向（誕
生日を自祝して）、別所（６月４日、ガバナー杯参加い
ただきました皆様、お礼申し上げます）、桃井（５月ギ
ア倶楽部優勝の自祝）の各君。
�卓話：クラブの日
　ガバナー杯野球教室の報告　別所泰広君  

第3046回　28.6.14　曇
�点鐘：鉃﨑薫会長
�司会：中森良文君
�Song：「我等の生業」、「浜千鳥」
�ビジターズ：なし
�ゲスト：なし
�出席報告：①本日の出席率　82.35％　欠席者=堀川・
丸山・伊藤・別所・稲濱・川向の６君。②前々回の修正
100％　メークアップ=堀川（上野東）、稲濱（ガバナー杯）
の２君。
�会長報告：＊良い人の判断基準について。
�幹事報告：＊味岡真紀子さんよりメール紹介。ポー
ルハリスフェローを頂きました。＊例会変更なし。
�委員会報告：＊青少年奉仕委員会より　6/22にイン
ターアクターとともにイオンにてポリオ撲滅街頭募金
をします。本日の例会でポリオ募金を募ります。ご協
力をお願いします。
�ニコBOX：鉃崎（本日のクラブアッセンブリーよろし
くお願いします）、福田（早退のお詫び）の各君。
�卓話：クラブアッセンブリー

第3047回　28.6.21　晴れ
�点鐘：鉃﨑薫会長
�司会：中森良文君
�Song：「日も風も星も」、「バラが咲いた」
�ビジターズ：なし
�ゲスト：伊賀市人権生活環境部　生活課課長　月井

上野ロータリークラブ　　例　会　記　録

敦子氏
�出席報告：①本日の出席率　88.23％　欠席者=本城・
宮田・山本の３君。②前々回の修正100％　メークアップ
=榊原（地区インターアクト）、磯山（ガバナー杯）の２君。
�会長報告：＊三重県日本赤十字社から感謝状受領。
＊障害者差別禁止法について。
�幹事報告：＊堀川君休会。＊ポリオ撲滅街頭募金。
＊最終夜間例会の出欠。
�委員会報告：＊ギア倶楽部 ６月例会優勝　余野部君。
年間取り切り優勝　今岡君。＊広報副委員長　榊原君
より　年報作成原稿依頼について。
�ニコBOX：鉃崎・小坂・廣澤・鹿野・山出（月井課長
さんようこそお越しくださいました。卓話よろしくお
願いします）、今岡（ギア倶楽部取り切り戦で優勝しま
した）、桃井（早退のお詫び）の各君。
�卓話：伊賀市人権生活環境部　生活課課長
　　　　月井敦子氏 
　　　　「伊賀市の空き家対策について」

第3048回　28.6.28　雨
�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」、「君といつまでも」
�ビジターズ：なし
�ゲスト：なし
�出席報告：①本日の出席率　94.28％　欠席者=榊原
の１君。②前々回の修正　97.05％　メークアップ=丸山、
川向（ポリオ基金）、伊藤・別所（ガバナー杯）、稲浜（地
区幹事会）の５君。
�会長報告：＊１年を振り返って、印象に残ること。
①IM②新年例会③発達障害に関する講演会。
�幹事報告：＊6/22ポリオ街頭募金。＊ガバナー事務
所より熊本義援金送金金額の連絡。＊例会変更。
�委員会報告：＊国際・青少年奉仕インターアクト担当
福増君より ６月22日開催のポリオ撲滅街頭募金の報告。
�ニコBOX：鉃﨑（１年間、ご協力有難うございました。
今後ともよろしくお願いいたします）、小坂（１年間、
お世話になり有難うございました。良い経験になりま
した）、別所（１年間、皆様にはお世話になり有難うご
ざいました）、中森（１年間、お世話になり有難うござ
いました。会長幹事様１年間ご苦労様でした）、市川（鉃
﨑会長・小坂幹事１年間ご苦労様でした。皆様来週か
ら何卒よろしくお願いします）、本城（磯山さん、伊藤
さん、１年間お世話になりました。有難うございまし
た）、山下（会長、幹事様１年間ご苦労様でした）、中村（会
長、幹事様１年間ご苦労様でした。小坂幹事２年間お
世話になりました。もう１年よろしく）、鹿野（会長、
幹事様、理事役員や各委員の皆様１年間ご苦労様でし
た）、廣澤（クラブ管理委員会の皆様１年間、例会準備、
家族会等ご協力有難うございました）、福増（ポリオ撲
滅募金活動有難うございました。鉃﨑会長１年間ご苦
労様でした）、宮田（ポリオ撲滅募金ご協力有難うござ
いました。早退のお詫び）、井本（ニコボックス１年間、
お世話になり有難うございました）、余野部（ギア倶楽
部６月優勝を自祝して。本日少し遅れます。よろしく
お願いします）の各君。
�卓話：夜間例会（クラブ管理委員会担当）


