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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11月６日（日）、今年度、三重県インターアクト協議会が、ホスト校高田高等学校、ホス
トクラブ津北ロータリークラブの担当でにぎやかに開催されました。
　当日は風が少し強く肌寒い感じでしたが、会場内は若者たちの活気に満ち溢れていました。
いつもながらホスト校の生徒たちはてきぱきと、また正確な動きで運営され感銘を受けました。
　進行は式次第に則りご来賓やガバナーのご挨拶、活動報告等、定型のものに加え、午後から
は、今回のホスト校ならではのプログラムとして、高田本山専修寺を取り囲むようにして今も
その存在が際立つ寺内町の見学を行いました。普段は何気なく通り過ぎてしまうような小さな
町ですが、改めてじっくりと散策するとその歴史の凄さを感じます。町内の至る所に重要文化
財が立ち並び、荘厳な時代絵巻を見るようです。この町は、本山を中心として、多くの人たち
の手によって守られ、引き継がれていることを感じさせられました。

三重県インターアクト協議会の報告
インターアクト担当　川向　啓造
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11月例会の一コマ

▲ギア倶楽部10月例会優勝　福田君（11/1） ▲福増君「地区大会の報告」（11/1）

▲稲濱君「ロータリー財団補助金セミナーの報告」（11/8） ▲卓話　伊賀有機農業推進協議会　会長　前田洋氏（11/15） ▲会員卓話　木津龍平氏（11/22）

６日　11：00　第６回定例理事役員会
　　　12：30　例会（3069）　年次総会
　　　13：40　第１回次年度理事予定者会議
15日　18：00　夜間例会（3070）
　　　　　　 上野・上野東合同例会　　　　　
　　　　　　 担当　上野東ロータリークラブ
　　　　　　 於　上野フレックスホテル
20日　12：30　例会（3071）
　　　　　　 伊賀ＦＣくの一担当　前川清氏
27日　８：30　早朝例会（3072）

12月クラブ行事予定

◎ギア倶楽部12月例会
　上野・上野東合同ゴルフコンペ   

12月15日（木）　ルート25カントリークラブ 

◎12月生まれの会員
　６日　榊原　成人君　13日　空森　栄幸君
　17日　中村　晶宣君　25日　川崎喜代美さん

〔告　　知　　板〕

夜間例会（11/29）
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　30歳で始めたゴルフも今年で45年が経ちま
した。
　何事にも凡事徹底の性格です。その頃は麻
雀など勝負事に没頭の末、体調を崩し一切の
賭け事を断ち切りました。33歳時に名張ＣＣ
に入会、ハンディキャップ28を取得、これを
機に閉鎖していた練習場を整備再開し、日々
体力づくりと技術鍛錬に励みました。35歳時
にシングルプレーヤーの仲間入り、１年後に
はＨＤＣＰ４を達成、クラブ競技だけでは物
足りず三重県は基より中部大会等にも参加、
主な成績として三重県オープン第１回より参
加、中部アマチュア選手権三重県本選大会参
加、日刊アマ三重県予選トップ通過した事も
有りました。又38歳の時、日本青年会議所（Ｊ
Ｃ）の全国じゃがいも大会スクラッチ競技初
日フェニックスＣＣ、２日目宮崎ＣＣの名門
コースでの開催が有り、２日目決勝ラウンド
で世界アマ日本代表選手出場実績のある大阪
ＪＣ前田正一郎君と同組ラウンド１打差で優
勝を獲得しました。今でもその時の感激は鮮
明に覚えております。
　私はゴルフを楽しく一日過ごすにはキャ
ディさんを含む同伴競技者方々に不愉快な思
いをさせない事をモットーに技術よりエチ
ケット(マナー )、競技規則(ルール)を遵守す
る事を心がけてます。朝の挨拶、昼食時の歓
談、５〜６時間の四季折々の景色を楽しみな
がらのプレー。又、ホールアウト後の風呂場
での裸の付き合い、最高の親睦の一日です。
　私も人生のファイナルに向かっており、後
何年ゴルフが出来るか解りませんが、健康と
体力維持に努めプレーを一年でも長く楽しみ
たいど思います。
　末筆ながら長年に亘りご一緒させて頂きま
した会員の皆々様に感謝申し上げ、益々のご
活躍をお祈り申し上げます。

私のゴルフ人生
余野部　猛

平成28年度上野ＲＣギア倶楽部11月例会成績表（歯車会）
2016年11月4日（金）　於：名張カントリークラブ
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余野部　猛

山口　　隆

桃井　房夫

福田　豊治

本城　　髙

山下　雅一

澤野　周勇

山本　禎昭

廣澤　浩一
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第3064回　28.11.1　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：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　94.11％　欠席者=宮田・
山本の２君。②前々回の修正　94.44％　メークアップ=
山本（上野東）、木津（名張）、別所（久居）の３君。
�誕生日祝い：山出君・本城君・福増君・小坂君の４君。
�会長報告：＊商工会議所役員交代について紹介。＊全
国だんじり祭。ユネスコ世界遺産登録に期待。＊消防
団優勝パレード報告。＊地区大会14名登録。参加のお礼。
＊地区大会で上野RCが会員増強表彰されました。今後
も会員増強の協力お願いします。
�幹事報告：＊理事役員会の報告＊上野東合同例会12
月15日（木）、上野東担当。＊柔道協会より大会縮小の為、
協賛辞退の件。＊はぐるま会（11/4）メイク対象になり
ます。＊指名委員会の件。＊2017年１月10日早朝例会（菅
原神社）＊2017年１月17日創立記念例会。＊2017年１
月18日中・高年健康増進教室開催。＊2/25発達障害の
講演会開催。（２月21日例会振替）＊山下君よりIM実行
委員会解散について承認。＊ロータリーレート11月１
ドル102円。＊稲浜君地区Ｒ財団補助金セミナー出席。
＊例会変更。
�委員会報告：＊ギア倶楽部はぐるま会　余野部君　
優勝。
�ロータリーの友読みどころ：神戸君
�ニコBOX：恒岡（上野東）（久しぶりにお世話になりま
す）、中村（地区大会参加ご苦労様でした）、山下（IM実
行委員、理事会で承認頂きましたので、無事委員会を
解散させていただきました）、福田（ギア倶楽部10月例
会優勝を自祝して。早退のお詫び）、本城（誕生日を自
祝して72歳になりました）、山出（誕生日を自祝して70
歳になります。高齢者の皆様よろしくお願いします）、
小坂・福増（誕生日を自祝して）、磯山（早退のお詫び）
の各君。
�卓話：クラブの日
　　　　稲濱建夫君「地区Ｒ財団補助金セミナー報告」

第3065回　28.11.8　雨
�点鐘：市川隆成会長
�司会：福増久史君
�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　91.17％　欠席者=本城・
山本・木津・小坂の４君。②前々回の修正100％　メー
クアップ=小坂・稲濱・中村（地区大会）、榊原（多治見）
の４君。
�会長報告：＊ロータリー財団補助金研修セミナーに
ついて。＊定款・細則変更について、各クラブで運営
を考える（入会金の廃止など）。
�幹事報告：＊上野・上野東合同例会打ち合わせ11/10
の17：00〜（上野東ＲＣ事務局）。＊例会変更。
�委員会報告：なし
�ニコBOX：中村・市川（山本さん、川向さん三重県イ
ンターアクト協議会ご苦労様でした）、山口・吉岡（早
退のお詫び）の各君。
�卓話：会員卓話　稲濱建夫君
　　　　「Ｒ財団補助金セミナーの報告」

上野ロータリークラブ　　例　会　記　録

第3066回　28.11.15　曇り
�点鐘：市川隆成会長
�司会：福増久史君
�Song：「日も風も星も」、「雨の御堂筋」
�ビジターズ：なし
�ゲスト：伊賀有機農業推進協議会　会長　前田洋氏 
�出席報告：①本日の出席率　91.17％　欠席者=山下・
榊原・川向・山口の４君。②前々回の修正　97.05％　メー
クアップ=山本（はぐるま会）の１君。
�会長報告：＊スーパームーンの話。昨晩は雨で見え
なくて残念。次は16年後。
�幹事報告：＊11/29夜間例会と12/15上野・上野東合同
例会の出欠の案内を回覧します。＊例会変更。
�委員会報告：なし
�ニコBOX：市川（会員の皆様、色々有難うございまし
た。前田洋さん本日の卓話よろしくお願いします）、中
森・鹿野・廣澤・山出・稲濱（前田洋さんようこそお越
しくださいました。本日の卓話よろしくお願いします）、
山本（嬉しい事と、悲しい事と大変な事とがありました。
２回例会欠席と本日早退のお詫び）、福田（早退のお詫び）
の各君。
�卓話：伊賀有機農業推進協議会　会長　前田洋氏
　　　　「本物時代に生きる農業への探求」

第3067回　28.11.22　晴
�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」、「湖畔の宿」
�ビジターズ：長谷川（上野東）の１君。
�ゲスト：なし 
�出席報告：①本日の出席率　90.9％　欠席者=川向・
井本・鉃﨑・稲濱の４君。②前々回の修正　100％　メー
クアップ=木津（上野東）、小坂（地区次年度AGセミナー）、
山本（三重県インターアクト協議会）の３君。
�会長報告：＊本日の東北地震の話。最近の地震は１ヶ
月で３回。＊名張市で防災訓練に４万人参加。
�幹事報告：＊来週11/29夜間例会です。18：30〜。
�委員会報告：＊山本国際・青少年奉仕委員長　伊賀白
鳳高校が文化祭にてポリオ募金をしてくれました。11,432
円集まりました。
�ニコBOX：長谷川（上野東）（お邪魔します）、市川（木
津さん本日の卓話よろしくお願いします）、廣澤・山下

（早退のお詫び）の各君。
�卓話：木津龍平君「会頭時代を振り返って」

第3068回　28.11.29　曇
夜間例会（18：30点鐘）
�点鐘：市川隆成会長
�司会：福増久史君
�Song：「四つのテスト」、「希望」
�ビジターズ：なし
�ゲスト：なし 
�出席報告：①本日の出席率　93.93％　欠席者=榊原・
丸山の２君。②前々回の修正　100％　メークアップ=山
口（地区次年度AG会議）、榊原・川向（三重県インター
アクト協議会）の３君。
�会長報告：＊第27回伊賀上野シティマラソンの報告

（参加者3000人）。＊台湾新竹西南RCからの手紙披露。
�幹事報告：＊来週12/6の例会は年次総会です。＊次回

（12/6）例会終了後、次年度理事会開催。
�委員会報告：なし
�ニコBOX：空森（例会休んでばかりでごめんなさい）、
宮田・山下・粟辻・福増（早退のお詫び）の各君。
�卓話：夜間例会　クラブ管理委員会担当


