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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

　去る、７月24日（日）岐阜都ホテルにて第１回目のロータリー財団研修セミナーが開催され

ました。辻R財団部門委員長の点鐘の後今回の研修の目的の説明がありました。前半は、基調

講演として、日本国際ボランティアセンター・イラク事業担当の池田未樹氏、「分断という暴

力を超えてー下からの平和づくりー　」。部族紛争による国内難民への支援のありかたで、物

資をただ単に送るだけではいけない、調査して配布しなければ、物資が紛争の資金源になって

より一層紛争が続くことになるとの話で、それを取りまとめる人材が少ないのではないかと思

いました。

　後半は、ロータリー財団基金の使い分け、補助金等の説明がありました。各クラブ会員から

の寄付金が国際ロータリー財団に行き、その内訳は国際財団活動資金として半分、地区活動資

金として半分となっています。また、地区活動資金の半分が地区補助金・残り半分がグローバ

ル補助金となっています。当クラブとして寄付金は年次基金と使途指定基金（ポリオプラス基

金）で行っていますが、ロータリ—財団としては多くの寄付をお願いしたいとの事です。また、

クラブの地区内外・海外への社会奉仕事業で地区補助金を申請して利用できます。地区から補

助金制度（未来の夢計画）として推進していますので是非活用して頂きたい。

　次回、第２回ロータリー財団研修セミナーは10月29日に行われます。

第１回ロータリー財団研修セミナーにて
ロータリー財団担当小委員長　稲濱　建夫
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２日　11：00　第２回定例理事役員会
　　　12：30　例会（3053）　クラブの日
　　　　　　 地区ロータリー財団セミナーの報告
　　　　　　 稲濱建夫君
９日　12：30　公認休会
16日　12：30　例会（3054）　会員増強委員会担当
23日　12：30　例会（3055）
　　　　　　 卓話　三重県伊賀保健所
　　　　　　 健康増進課　保健師　麻田禮好氏
　　　　　　 　　　　　　保健師　姫宮萌菜梨氏
30日　12：30　例会（3056）
　　　　　　 卓話　上野高校・伊賀白鳳高校
　　　　　　 インターアクト部
　　　　　　 「年次大会の報告」

8 月クラブ行事予定

７月例会の一コマ

◎皆出席表彰について（１年間　100％）	
　𠮷岡　正巳　　澤野　周勇　　廣澤　浩一
　石橋　正行　　稲濱　建夫　　神戸　安男

丸山　統正　　桃井　房夫　　山出　美材
山口　　隆　　榊原　成人　　山本　禎昭

　鉃﨑　　薫　　中森　良文　　中村　晶宣
　市川　隆成　　別所　泰弘　　鹿野　俊介

井本　治見　　小坂　元治　　福増　久史
粟辻　寛明　　伊藤　康彦　　　以上23君

◎ギア倶楽部　８月例会
　８月18日（木）　阿山カントリークラブ

◎８月生まれの会員
　21日　山下　雅一君

〔告　　知　　板〕

▲中村ガバナー補佐
　挨拶（7/12） ▲クラブアッセンブリー（7/12） ▲クラブ協議会（7/12）

▲会長幹事バッジの交換　（7/5）

▲地区より委嘱状授与
　中村君、榊原君、
　山口君　（7/5） ▲会長年頭挨拶（7/5）

▲韓国派遣　上野高校
　インターアクター
　関佳恵さんへ餞別　
　（7/5）

▲会員卓話　井本治見君
（7/19）

▲上野東ＲＣ　中尾会長より
　ガバナーへの協力のお願い

（7/26）
▲収支決算報告　山口君

（7/26）
▲収支予算報告　左橋君

（7/26）
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　佐賀厚生年金休暇センター勤務時代の2007
年５月10日に前任の施設長より引き継ぎ、伊
万里ロータリークラブに入会しました。
　伊万里市の人口は56,000人のところにロー
タリークラブ２クラブ、ライオンズクラブ１
クラブ、ソロプチミストが１クラブありまし
た。
　クラブの概要は、創立は昭和36年７月27日、
RI加盟承認は９月20日でした。私の在籍期
間中（2007年）の会員数は32名、会員平均年
齢は当時60.51歳と少し若いクラブでした。
　例会場は、伊万里市唯一のデパート「伊万
里玉屋　５階小ホール」でした。しかし、そ
のデパートにはもう３・４階は売り場無く、
エスカレーターだけが５階の食堂へ行くため
だけに動いていました。例会開催日は、毎水
曜日12：30に点鐘。その中でも、第２例会日
は18：30に点鐘で、アルコールを飲まれる会
員は、１階の食品売り場で缶ビール・日本酒
を持ち込んでの夜間例会でした。また、夜間
例会日を利用して、新入会員歓迎会も開催さ
れました。　
　例会場の席次は、委員会別に長テーブルを
演台に向かって、川の字で向かい合わせに配
置され、入り口付近に親睦活動委員会が陣取
り、ゲスト・ビジターの接待とニコニコボッ
クスの報告を、委員が順番に担当いたしました。
　例会の進行はSAAの司会で進行されてい
ました。
　誕生日祝いは、本人と奥さんにプレゼント

され、特に奥さ
んの誕生日当日
には、お花を直
接ご自宅に届け
られました。そ
の結果、ニコニ
コボックスへは
当然２回です。
　 新 年 家 族 会
は、会員本人、
奥さん、お子さ
ん、お孫さんま
で出席しての、

ビュッフェスタイルのパーティーに、その年
の催し物とビンゴゲーム大会を実施しまし
た。
　最後に、ガバナー公式訪問時は、素焼きの
お皿にガバナーに一言を書いていただき、ク
ラブ訪問記念とします。そして、次年度のガ
バナー公式訪問時には、今までの歴代お皿を
入り口に並べて歓迎を表していました。
　紙面の都合で書ききれませんでしたが、最
後までお読みいただきありがとうございました。

伊万里ロータリークラブに在籍時
クラブ管理委員会　井本　治見

上野ロータリークラブ	７月例会成績
2016年７月21日（木）於：名張カントリークラブ
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本城　　髙

稲濱　建夫

鉃﨑　　薫

山口　　隆

山本　禎昭

余野部　猛

井本　治見

福田　豊治

廣澤　浩一

山下　雅一

桃井　房夫
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第3049回　28.7.5　晴
�点鐘：市川隆成会長
�司会：福増久史君
�Song：「君が代」、「奉仕の理想」
�ビジターズ：なし
�ゲスト：上野高校インターアクト顧問教師（加藤優香
先生）、上野高校インターアクター（関佳恵さん）の２君。
�出席報告：①本日の出席率　94.28％　欠席者=澤野・
川向の２君。②前々回の修正　97.05％　メークアップ=
宮田・山本（ポリオ募金）の２君。
�誕生日祝い：鹿野・稲浜・石橋・宮田・鉃﨑の５君。
�会長報告：＊これから１年間よろしくお願いします。
�幹事報告：＊理事役員会の報告。＊出席免除者７名。
＊７月12日クラブ協議会。＊会費納入について。＊会
計監査の委嘱　山口君。＊地区ロータリー財団セミナー

（7/24）。＊ロータリーレート７月１ドル102円。＊例会
変更。
�委員会報告：なし
�ニコBOX：市川（本年度、未熟な私が伝統ある上野ロー
タリークラブの会長を務めさせていただきます。何卒
よろしくお願い申し上げます）、別所（新年度が始まり
ました。１年間よろしくお願いします）、本城（本年よ
ろしくお願いします。１年間勉強させていただきます）、
中森（１年間よろしくお願いします）、福増（今年、１年
間副幹事を務めさせていただきます。１年間よろしく
お願いします）、神戸（雑誌小委員長です。１年間よろ
しくお願いします。自習が多いかも。早退のお詫び）、
丸山（今年、SAAを務めさせていただきます。御協力よ
ろしくお願いします）、磯山（本年度、ニコニコボック
スご協力よろしくお願いします）、山下（市川会長、中
森幹事１年間頑張ってくださいね。IMよろしくお願い
します。稲濱（市川会長、中森幹事１年間頑張ってくだ
さい。誕生日を自祝して）、宮田（出席委員１年間よろ
しくお願いします。誕生日を自祝して）、石橋・鹿野（誕
生日を自祝して）、鉃﨑（新年度を迎えてと、誕生日を
自祝して）、榊原（ようこそいらっしゃいました。インター
アクト活動よろしくお願いします）、山本（関さん元気
に楽しんで行って来てください。今年１年よろしくお願
いします。早退のお詫び）、粟辻（早退のお詫び）の各君。
�ロータリーの友の読みどころ：神戸君
�卓話：会長年頭挨拶  

第3050回　28.7.12　晴
�点鐘：市川隆成会長
�司会：福増久史君
�Song：「我等の生業」、「思い出の渚」
�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=稲濱・
山下・小坂・川向・木津・山口の６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）の
１君。
�会長報告：＊ロータリー文化活動、学友について。
＊上野城薪能（9/17）について。＊市民花火大会につい
て（8/27）。＊地域活動に貢献。
�幹事報告：＊クラブ協議会（例会終了後）中村ガバナー
補佐よろしくお願いします。＊2015年〜16年度の出席
確認。＊会員証をボックスに入れてあります。＊例会
変更。

上野ロータリークラブ　　例　会　記　録

�委員会報告：＊山本国際奉仕委員長より　交換留学
生募集の案内について。
�ニコBOX：市川（本日のクラブアッセンブリーとクラ
ブ協議会よろしくお願いします）、中村（今日はよろし
くお願いします）、山出（職業奉仕・社会奉仕委員会の
山出です。本委員会の各事業にご協力、ご参加をお願
いいたします）、（職業奉仕社会奉仕委員会副委員長の
伊藤君、職業奉仕担当の廣澤君、社会奉仕担当の木津君、
委員の中村君・福増君、１年間大変お世話になりますが、
よろしくお願いします）、丸山（アシスタントガバナー
中村晶宣君の御活躍の門出を祝して）、井本（例会早退
とクラブ協議会欠席のお詫び）の各君。
�卓話：中勢・伊賀グループガバナー補佐
　　　　中村晶宣君挨拶
　　　　クラブアッセンブリー

第3051回　28.7.19　晴
�点鐘：市川隆成会長
�司会：福増久史君
�Song：「日も風も星も」、「銀座カンカン娘」
�ビジターズ：なし
�ゲスト：なし
�出席報告：①本日の出席率　97.05％　欠席者=宮田
の１君。②前々回の修正97.22％　メークアップ=澤野（名
張中央）の１君。
�会長報告：＊木津さんの叙勲祝賀会について。＊消
防ポンプ入会。優勝の話＊波多野均さんが呼びかけた
合唱団に参加しています。
�幹事報告：＊クラブ管理委員会（本日18：30〜サンピア）
＊例会終了後にIM実行委員会を開催します。
�委員会報告：なし。
�ニコBOX：木津（昨日、小生の叙勲祝賀会に前会長を
始め大勢の方々にご参加をいただき、有難うございま
した）、市川（木津様、地域貢献での叙勲の祝賀会おめ
でとうございました。今後ともよろしくお願いします）、
山口（早退のお詫び）の各君。
�卓話：会員卓話　井本治見君

第3052回　28.7.26　雨
�点鐘：市川隆成会長
�司会：福増久史君
�Song：「それでこそロータリー」、「酒と泪と男と女」
�ビジターズ：中尾・出後・三谷（上野東）の３君。
�ゲスト：なし
�出席報告：①本日の出席率　94.11％　欠席者=澤野・
榊原の２君。②前々回の修正　94.44％　メークアップ=
木津（上野東）、小坂（名張中央）、山口・稲濱（地区ガバナー
エレクト）の４君。
�会長報告：＊7/24地区ロータリー財団セミナーにつ
いて。
�幹事報告：＊地区大会の案内について＊例会変更。
�委員会報告：なし
�上野東RC　中尾会長挨拶
�ニコBOX：中尾（上野東）（本日、よろしくお願いしま
す）、出後（上野東）（お邪魔します）、三谷（上野東）（お
世話になります）の各君。
�卓話：収支予算決算報告


