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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

　2017-2018年度地区研修・協議会が、４月16日（日）、伊賀市文化会館を主会場に上野東クラ
ブをホストとして、田山雅敏ガバナーエレクトのもと開催されました。桜や、菜の花が満開の
中、晴天に恵まれ、地区内の約1,000名のロータリアンが参加されました。
　12時の点鐘の後、宮田実行委員長の開会の言葉に続き、中尾会長が、「次年度に向けて良い
スタートが切れるように、実りある地区研修・協議会であることを期待したい」と歓迎の挨拶、
次に、特別出席者、次期地区委員会委員長が紹介されました。
　そして、田山ガバナーエレクトによる、「次期ＲＩテーマと、地区活動方針」について、10
年後の自分のクラブのあるべき姿を常に考えて「未来を創造しよう」をスローガンに、クラブ
作り、人作りを中心にロータリー活動を展開して欲しいとの御講演を頂いた。また、別室では、
会長エレクト、AG、CC会議が同時進行で行われました。
　次に、６部門に分かれ分科会が行われ、私は戦略計画部門の分科会に参加しました。自分の
クラブを自己点検して、ビジョンを考え、独自の構想をたて、最終目標である会員増強に取り
組んでクラブの活性化を実現していく事について、研修させて頂きました。
　最後のパネルディスカションでは、会員増強について「会員増強率最多クラブ」「最多新会
員入会クラブ」「最多女性会員クラブ」の代表のパネラーによる、実践発表がありました。各
パネラーは、過去の会員数と比較する中で、激減している事に危機を感じ、目標を掲げて各会
員の努力により真剣に取る組んでいる事の発表があり、随分参考になりました。
　次年度幹事を拝命する中で、私にとって大変意義ある研修会でした。
　何かとお忙しい中、時間を割いて御参加頂きました、次年度の各理事・各委員長様、御苦労
様でした。また、地区の役員として主催頂きました方々に心より感謝申し上げます。次年度も、
あと２カ月を切りましたが、会員の皆様の御協力をよろしくお願い致します。

2017-2018年度　地区研修・協議会の報告
副幹事　福増　久史
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5 月クラブ行事予定 〔告　　知　　板〕

４月例会の一コマ

２日 公認休会
９日　11：30　第11回定例理事役員会
　　　12：30　例会（3089）　クラブの日
　　　17：30　第５回次年度理事役員会
　　　18：30　新旧引継ぎ会及び懇親会
　　　12：30　「ヒルホテルサンピア伊賀」
16日　12：30　例会（3090）
　　　12：30　卓話　伊賀日本語の会代表　菊山順子氏
23日　12：30　例会（3091）
　　　12：30　会員卓話　地区次期会員増強研修セミナーの報告
　　　12：30　　　　　　地区インターアクト教師部会の報告
30日　12：30　例会（3092）
　　　12：30　ロータリー財団100周年記念シンポジウムビデオ上映

◎インターアクト懇談会
　４月26日㈬　18：30〜　「ヒルホテルサンピア伊賀」
◎新旧引継ぎ会及び懇親会
　５月９日㈫　18：30〜　「ヒルホテルサンピア伊賀」
◎地区次期会員増強研修セミナー
　５月13日㈯　11：00〜15：30　「四日市都ホテル」
◎地区インターアクト教師部会
　５月14日㈰　14：00〜16：00　「四日市市文化会館」
◎中勢・伊賀グループ次期会長・幹事・事務局懇談会
　５月19日㈮　17：00〜20：00　「津都ホテル」
◎５月生まれの会員
　５日　今岡　睦之君　16日　粟辻　寛明君
　20日　山本　禎昭君

▲ギア倶楽部３月例会優勝　宮田君（4/4）

▲卓話　伊賀上野NINJAフェスタ2017実行部会長
菊野善久氏 （4/11）

▲クラブの日　市川会長（4/4）

▲卓話　福増久史君（4/25）

▲春の親睦家族会（4/18・19）
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春の親睦家族会
親睦担当　井本　治見

　４月18日・19日春の家族会で信州諏訪方面
に行ってまいりました。前日の雨が早朝には
上がり、旅行日和となりました。
　１日目の午前は、ひたすらバスに揺られ一
路諏訪に向かって走りました。遅めの昼食を
明治元年創業のウナギ・川魚料理専門店「濱
丑川魚店」でうな重を頂き、諏訪大社「下社
秋宮」を参拝いたしました。昨年に「御柱祭」
が執行された、真新しい健御柱が天を突きさ
す勇姿で本殿の四隅に建てられていました。
大社より歩いて旧中山道と甲州街道の分岐点
近くの時の博物館「儀象堂」で時計の仕組み
や歴史を勉強し、900年の時を超え復刻され
た「水運儀象台」仕組みについても勉強いた
した。宿は名湯上諏訪温泉「浜の湯」で信州
の食材のお料理に舌鼓。
　２日目は、朝から雨模様で、桜の日本三大
名所「高遠城址公園」の桜を散策見学できる
のかと心配しておりましたが、公園に近づく
につれ雨もやみ、満開の桜を見学することが
出来ました。バスガイドさんも20年ガイドし
ているが、初めて「高遠城址公園」の満開の
桜を見たと、見事な桜を見せていただきまし
た。早めの昼食を足湯茶屋「東右衛門」郷土
料理「ソースカツとおそば」を頂き、信濃五
大寺「光前寺」のしだれ桜を見学に向かいま
したが、高遠城址公園とは反対に、つぼみも
固くまだまだの状態でした。最後に養命酒㈱
駒ケ根工場を見学いたしました。この日はあ
いにく午前中で製造過程は終了していました
が、工場と呼ぶにはあまりにも美しい環境に

包まれた、中央アルプスに端を発する清冽な
せせらぎが聞こえてくる、南アルプスと中央
アルプスに囲まれた自然環境の豊かな処でし
た。見学を最後に今回の旅行も終了し、帰路
につきました。
　いろいろと不手際な処もございましたが、
ご参加いただきました会員皆様のご協力のお
かげで無事終了することが出来て感謝申し上
げます。

ニアピン：余野部１、廣澤３

ギア倶楽部　４月例会成績
2017年４月13日（木）　於：片山津ゴルフ倶楽部
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丸山　統正

山下　雅一

伊藤　康彦

余野部　猛

本城　　髙

稲濱　建夫

山本　禎昭

廣澤　浩一

福田　豊治

今岡　睦之

桃井　房夫
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第3085回　29.4.4　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：なし
�出席報告：①本日の出席率　100％　欠席者=なし。
②前々回の修正　94.11％　メークアップ=市川（津北）・
木津（上野東）の２君。
�誕生日祝い：澤野・木津・中森・井本の４君。
�会長報告：＊桜の開花について。＊今日はクラブの
日です。後ほど伊賀鉄道伊賀線公有民営化出発式の式
典に出席した時のお話をさせていただきます。
�幹事報告：＊理事役員会の報告。＊少年野球教室は
今年は開催を中止致します。＊4/18・19 親睦家族会につ
いて、18日、8：20点鐘。早朝例会に出席できない方はサ
ンピアか事務局で受け付けます。＊地区協議会の案内

（4/16）。＊新旧理事役員引き継ぎ会（5/9）18：30〜サン
ピア。＊伊賀市さくらの会10,000円協賛。＊5/19 中勢・
伊賀グループ次期会長・幹事・事務局懇談会。＊5/13 次
期会員増強研修セミナーの案内について。＊新会員の入
会について。入会に伴い職業分類を追加しました。＊例
会変更。
�ロータリーの友読みどころ：神戸君
�ニコBOX：澤野・木津・井本・中森（誕生日を自祝し
て）、宮田（３月度ギア倶楽部優勝を自祝して、早退の
お詫び）、山本（早退のお詫び）の各君。
�卓話：クラブの日
　　　　市川隆成会長「伊賀鉄道伊賀線公有民営化出発

　　　　式の式典」について

第3086回　29.4.11　雨
�点鐘：市川隆成会長
�司会：福増久史君
�Song：「我等の生業」、「花」
�ビジターズ：鈴木（上野東）の１君。
�ゲスト：伊賀上野NINJAフェスタ2017実行部会長　
菊野善久氏
�出席報告：①本日の出席率　94.11％　欠席者=山口・
磯山の２君。②前々回の修正　96.87％　メークアップ=
なし。
�会長報告：＊桜がそろそろ見頃です。お花見の季節
になりました。＊本日のゲスト菊野さん卓話よろしく
お願いします。
�幹事報告：＊4/18 早朝例会です。8：20点鐘。12時

上野ロータリークラブ　　例　会　記　録
から12時半まで来られない方はサンピアか事務局で受
付をします。＊例会変更。
�委員会報告：＊社会奉仕委員会より　発達障害の講
演会のアンケートを集計しましたのでご覧ください。
＊稲濱地区幹事より　地区協議会よろしくお願いします。
�ニコBOX：左橋・山出・稲濱・山本・榊原・小坂・
吉岡・鹿野・廣澤（菊野様、本日の卓話よろしくお願い
します）、神戸（早退のお詫び）の各君。
�卓話：伊賀上野NINJAフェスタ2017実行部会長
　　　　菊野善久氏 

第3087回　29.4.18　8：20点鐘
春の親睦家族会　信州上諏訪方面
�点鐘：市川隆成会長
�司会：福増久史君

第3088回　29.4.25　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」、「知床旅情」
�ビジターズ：なし
�ゲスト：なし
�出席報告：①本日の出席率　97.17％　欠席者=川向・
鉃﨑・神戸の３君。②前々回の修正　100％　メークアッ
プ=山口・磯山（地区協議会）の２君。
�会長報告：＊家族会のお礼。高遠の桜、植樹による
桜の更新。満開の桜が観れて良かった。他に、諏訪大社、
地元精密工場会社の話。時計の歴史。養命酒工場視察
見学の報告。＊4/16の地区協議会、ガバナーエレクト
事務所より協力のお礼。
�幹事報告：＊4/26 インターアクト懇談会。＊5/9 新旧
引き継ぎ会。＊5/13 次期会員増強セミナー開催。＊ひ
ろくんを救う会（心臓移植）より募金のお願い。＊例会
変更。
�委員会報告：木津君より　上野商工会議所よりチラシ

（親の婚活の参加の募集についての案内）
�ニコBOX：市川（先週親睦旅行にご参加いただきまし
た皆様、夢のような桜の花をご一緒させていただき有
難うございました）、稲濱（地区協議会にご協力いただ
いた会員の皆様有難うございました。次回の地区大会
も宜しくお願い致します。本日早退のお詫び）、丸山（４
月13日片山津ゴルフ倶楽部、白山コースでの優勝を自
祝して）の各君。
�卓話：福増久史君「地区協議会の報告」


