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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

　会員増強セミナーが、2017年５月13日（土）四日市都ホテルにて、開催されました。市川会長、
中森幹事と共に参加しました。
　堀塲巌会員増強部門委員長の点鐘で始まり、2630地区としては、着実に増強されている事に
敬意を示された。そして、女性会員比率について、世界では21％に対して、日本では5.1％、
当地区では4.1％と格段に少ない現状の報告を聞かせて頂きました。
　続いて、剱田廣喜ガバナーは、「会員の数は大変重要であり、会員増強は最重要課題である。
そのためには、社会に認知してもらえるように活動内容等を発信し、社会的経済的にロータリ
ーのブランド化を図る事が求められているのではないか」と挨拶さました。
　田山雅敏ガバナーエレクトは、「会員全体が会員増強の意識を持つこと、特に会長、幹事が
強い意識を持って、３％の純増を目標にお願いしたい」と挨拶を頂いた。
　そして、第二ゾーンロータリー公共イメージコーディネーター髙野孫左ヱ門氏が「ロータリ
ーを学ぼう、楽しもう、繋げよう」というテーマで、御講演頂いた。（髙野氏は、「敵に塩を送
る」という有名な言葉がありますが、この塩とは、上杉謙信が武田信玄へ送った塩のことを言
いますが、その塩を越後から武田領内へ運んで来たのが初代髙野孫左ヱ門。その功績として甲
州金に彫られていた『吉』という文字が起源で “吉字屋” の屋号を継承している。現在18代目・
446年続く企業の代表取締役社長です。）
　また、吉字屋様の社是「最古にして最新たれ」「利より信」に深い感銘を受けました。やはり、
400年以上続く企業に受け継がれてる企業のオーナーの言葉には深みがありました。
　岐阜南・高山中央・鈴鹿・松阪、各ロータリークラブより、会員増強の取組等の報告を伺い、
目標を立て、職業関連、地域関係など対象となる方の再確認を行う事が大切であるとの報告さ
れました。特に今年は、田山雅敏ガバナーの下で、危機感を持って積極的に取り組んで参りた
いと思いますので、会員の皆様の御協力をお願いします。

会員増強研修セミナーの報告
副幹事　福増　久史
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6 月クラブ行事予定 〔告　　知　　板〕

５月例会の一コマ

６日　11：30　第12回理事役員会
　　　12：30　例会（3093）クラブの日
　　　13：40　第６回次年度理事役員会

13日　12：30　例会（3094）クラブアッセンブリー

20日　18：30　夜間例会（3095）クラブ管理委員会

27日　12：30　例会（3096）
　　　　　　 市川会長（一年をふりかえって）

◎はぐるま会春季大会（ギア倶楽部６月例会）
　６月４日（日）　タートルエースゴルフ倶楽部
◎ポリオ街頭募金　
　６月22日（木）　イオン伊賀上野店
◎６月生まれの会員
　４日　丸山　統正君　９日　川向　啓造君
　20日　神戸　安男君　22日　山本ヒサ子君

▲ギア倶楽部　４月例会優勝　丸山君（5/9） ▲市川会長「上杉鷹山の教訓の話」（5/9）

▲鉃﨑君　退会挨拶（5/30） ▲卓話　中村ガバナー補佐（5/30）

▲卓話　伊賀日本語の会　代表　菊山順子氏
（5/16）

▲卓話　福増君「会員増強セミナーの報告」
（5/23）

▲卓話　別所君
「地区インターアクト教師部会の報告」（5/23）
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第2630地区 ガバナー杯野球大会
野球幹事　稲濱　建夫

　今回24回目のガバナー杯野球大会が、５月
21日（日）松阪山桜RCがホストにて阪内川ス
ポーツ公園で行われました。全６チームで、
３チームに分かれて２試合、当クラブは、上
野東RCと連合での参加となりましたが、そ
れでも10名でほぼフル出場で頑張ってくれま
した。１試合目伊勢中央RC（０－13）・２試
合目伊勢RC（０－13）両方とも完封負けと
なりました。市川会長が１試合と２試合目半
分投げてくれまして、選手はしっかり守って
いましたが、打撃の方が今一打でなくて得点
に結ばなかったのです。
　しかし、暑い中けがもなく終われたことが
唯一です。表彰式はココパリゾートで行い懇
親を深めました。次回は瑞浪RCがホストで
行われます。選手の皆様ご苦労様でした。

ギア倶楽部　５月例会成績
2017年５月11日（木）

於：大甲賀カントリークラブ油日コース

RANK NAME 鈴鹿コース 伊吹コース GROSS H.C NET

優勝
２位
３位
４位
５位
６位
７位
８位
９位

52
49
48
56
56
56
58
63
58

51
52
47
53
58
48
50
52
62

103
101
95

109
114
104
108
115
120

17
13
7
17
22
10
10
17
15

86
88
88
92
92
94
98
98
105

別所　泰広
澤野　周勇
本城　　髙
丸山　統正
井本　治見
山口　　隆
今岡　睦之
山本　禎昭
廣澤　浩一
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第3089回　29.5.9　曇
�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　90.9％　欠席者=本城・
川向・宮田・神戸の４君。②前々回の修正　100％　メー
クアップ=小坂・中村（地区協議会）の２君。
�誕生日祝い：今岡・粟辻・山本の３君。
�会長報告：＊鉃﨑君、移籍の報告とお礼。
�幹事報告：＊第11回理事会の報告＊発達障害のDVD
配布について。＊家族会決算報告。＊4/26 インターアク
ト懇談会報告。＊クールビズ5/1〜9/30実施。＊鉃﨑君
が5月末で退会。大阪難波ロータリークラブへ移籍。＊新
旧理事役員引き継ぎ会（5/9）18：30〜サンピア。＊「ヒロ
君を救う会」への募金として上野ロータリークラブより
29,000円募金しました。＊５月ロータリーレート110円。＊
次期会員増強研修セミナーに市川会長、中森幹事、福増
副幹事が出席。＊新会員２人目の手続きを開始。＊５・６
月予定報告。＊例会変更。
�ロータリーの友読みどころ：市川君
�ニコBOX：市川（会長任期があと２ヶ月となりました
が、今後ともよろしくお願いします）、今岡・粟辻・山
本（誕生日を自祝して）、稲濱・小坂（早退のお詫び）の
各君。
�卓話：クラブの日

第3090回　29.5.16　曇
�点鐘：市川隆成会長
�司会：福増久史君
�Song：「我等の生業」、「茶つみ」
�ビジターズ：松本（上野東）の１君。
�ゲスト：伊賀日本語の会 代表　菊山順子氏
�出席報告：①本日の出席率　87.87％　欠席者=別所・
山本・山下・川向の４君。②前々回の修正　97.05％　メー
クアップ=神戸・川向（地区協議会）の２君。
�会長報告：＊21世紀エネルギーを考える会の講演会。

（6/12 大山田どんぐりホールにて）。＊本日早退のお詫
び。＊新会員２名手続き中。＊会員増強協力のお願い。
�幹事報告：＊5/9 新旧理事引き継ぎ会の報告。＊5/13
会員増強セミナーの報告（市川会長・中森幹事・福増副
幹事出席）。＊5/14 インターアクト教師部会の報告。
＊例会変更。
�委員会報告：なし
�ニコBOX：松本（上野東）（お邪魔します。例会後の地
区大会実行委員会よろしくお願いします）、市川（伊賀
日本語の会代表、菊山様本日の卓話よろしくお願いし
ます。早退のお詫び）、山本（菊山さん本日の卓話よろ
しくお願いします。本日、欠席のお詫び）、中森・今岡・
木津・山出・榊原・鹿野・中村（菊山さんようこそ。本
日の卓話よろしくお願いします）の各君。
�卓話：伊賀日本語の会 代表　菊山順子氏  
　　　　「外国人と上手に付き合う方法」 

上野ロータリークラブ　　例　会　記　録
第3091回　29.5.23　晴
�点鐘：市川隆成会長
�司会：福増久史君
�Song：「日も風も星も」、「蘇州夜曲」
�ビジターズ：三谷（上野東）の１君。
�ゲスト：なし
�出席報告：①本日の出席率　97.14％　欠席者=榊原
の１君。②前々回の修正　100％　メークアップ=神戸・
川向（地区協議会）の２君。
�会長報告：＊ガバナー杯野球大会報告。＊5/13会員
増強セミナーの参加について。＊「学友だより」の話題。
＊交換留学生の申し込み案内。
�幹事報告：＊夏季国際青少年交換の募集。＊6/4さく
らの会コンテスト表彰式（福増副幹事出席）。＊ヒロ君（心
臓移植）を救う会募金のお礼と今後の募金の使い道の報
告。＊例会変更。
�委員会報告：山下次期国際奉仕委員長より　＊夏季
国際青少年交換の案内。＊ポリオ街頭募金（6/22）をイ
オン伊賀上野店にて開催します。＊韓国派遣（上野高校
より）１名参加予定。＊インターアクト年次大会　8/11・
12。
�ニコBOX：三谷（上野東）（お世話になります）、市川（先
日のガバナー杯野球大会、大変暑い中ご苦労様でした。
頑張りました）、福田（度重なる欠席のお詫び）、山本・
稲濱（早退のお詫び）の各君。
�卓話：副幹事福増久史君「会員増強セミナーの報告」
　　　　会長エレクト別所泰広君
　　　　「地区インターアクト教師部会の報告」

第3092回　29.5.30　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」、「お嫁においで」
�ビジターズ：なし
�ゲスト：なし
�出席報告：①本日の出席率　93.75％　欠席者=川向・
山下の2君。②前々回の修正　100％　メークアップ=別
所（地区インターアクト教師部会）・山本（上野東）の２君。
�会長報告：＊鉃﨑さん15年間有難うございました。
ご苦労様でした。＊プール熱が流行っています。夏風
邪には注意して下さい。＊来週は最後の理事会です。
また、ご協力をお願いします。
�幹事報告：＊中村AG本日訪問の卓話よろしく。＊新
会員6/6より入会予定。＊本日、新会員の面接を例会終了
後にします。＊例会変更。
�委員会報告：なし
�ニコBOX：鉄崎（本日をもって、上野ロータリークラ
ブを退会させていただきます。15年間の年月を共に活
動させていただき、誠に有難うございました）、 市川（鉃
﨑さん色々有難うございました。今後のご活躍をお祈
りします）、廣澤（早退のお詫び）の各君。
�卓話：中村晶宣AG
　　　　DVD上映「ロータリー財団100周年記念シンポジウム」


