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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

　10月14日（土）・15日（日）、伊賀市文化会館さまざまホールで、 2630地区の地区大会が開催さ

れました。両日ともあいにくの天気になりましたが（10月はずっとこんな天気だった）、延べ

1500人を超える参加者になりました。

　挨拶、祝辞、スピーチ、基調講演がありましたが、その中で特筆すべきは記念講演であった

と思います。テーマは世界の中の俳句〜芭蕉から現代まで〜　講師は俳人・黛まどかさんでした。

芭蕉の生誕地伊賀上野に70年近く住みながら、俳句にはまったく無頓着でしたが、いいお話が

聞けたと思っています。

　俳句は自分の思いを17文字で表現するものです。その中に季語が含まれますから余計な言葉

が入る余地はありません。古来日本では、百人一首に代表される和歌が親しまれてきました。

枕詞、序詞など、飾り立てるような言葉が使われてきました。過包装、過大表現、過飾、過食、

バブルな現代社会と相通じるものがあるかもしれません。そのような中で俳句は、余計な言葉

を排除する、いわば引き算の文学として存在しているのです。われわれの日常生活を、もう一

度見直してみるのもいいかもしれません。

　上野ロータリークラブは、新しい会員さんが増えました。いま地元でこのような大会に触れ

ることが出来たのは、大いに意義のあることだと思います。これを機会に活耀されることを祈

ります。

2017-2018年度2630地区 地区大会開催
広報委員長　中村　晶宣
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７日　11：30　第５回定例理事役員会
　　　12：30　例会（3113）
　　　　　　 クラブの日 「R財団補助金セミナーの報告」
　　　13：40　上野・上野東RC合同例会打合せ会
14日　８：20　早朝例会（3114）　秋の親睦家族会
21日　12：30　公認休会
28日　12：30　例会（3115）
　　　　　　 卓話　アートスペース伊賀　寺村貴視子氏
　　　　　　 「アートスペース伊賀の活動について」

11月クラブ行事予定

10月例会の一コマ

◎三重県インターアクト協議会
　11月５日（日）　じばさん三重6Ｆホール
　10：00点鐘 

◎中勢・伊賀グループはぐるま会
　11月17日（金）　はぐるま会秋季大会
　於　ルート25ゴルフクラブ 

◎11月生まれの会員
　５日　南出　政彦君　10日　山出　美材君
　11日　本城　　髙君　28日　福増　久史君
　30日　小坂　元治君

〔告　　知　　板〕

▲入会式　安田年道君（10/3）

▲入会式　木根英男君（10/3） ▲卓話　伊賀市副市長　大森秀俊氏（10/24）

▲入会式　南出政彦君（10/3）

夜間例会（10/31）
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　平成29年10月21日、季節外れの台風21号の

影響もあり雨の降りしきる中、津市にあるホ

テルグリーンパーク津にて第２回ロータリー

財団セミナーが開催されました。2630地区

クラブ会長及び財団委員長など165人が出席。

午後12時ロータリー財団部門委員長の点鐘で

開会、田山ガバナーはじめ主な出席者の紹介、

挨拶がされ３部構成で始まりました。

　第１部は各小委員長による地区補助金申請

について細かく説明され休憩を挟み、第２部

補助金の管理、財務管理に関しての留意点の

説明、第３部は今後の方針、目標、最後に今

セミナーの所感、好評で締めくくられ午後４

時30分、辻委員長の閉会点鐘で無事滞りなく

終了しました。

国際ロータリー第2630地区
2017-2018年度

第２回ロータリー財団研修
（補助金管理セミナー）に参加して

Ｒ財団小委員長　宮田　真吾

上野RCギア倶楽部10月例会成績表
2017年10月26日（木）於：ルート25ゴルフクラブ
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井本　治見

本城　　髙

余野部　猛

稲濱　建夫

桃井　房夫

澤野　周勇

今岡　睦之

廣澤　浩一

山口　　隆

福田　豊治

丸山　統正
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第3109回　29.10.3　曇
�点鐘：別所泰広会長
�司会：粟辻寛明君
�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　87.5％　欠席者=廣澤・
榊原・井本・中森・北森隆文の５君。②前々回の修正
94.44％　メークアップ=本城・神戸（上野東）・川向・
市川（IM）の４君。
�入会式　安田年道君・南出政彦君・木根英男君。
�誕生日祝い：中坂・北森徹の２君。
�会長報告：＊３名入会式です。早く慣れて頂きたい。
＊現成（げんじょう）過去にこだわらず、現在を生きて
下さい。未来が近づいてくる。現生を見て暮らしていく。
＊今、ロータリーでできる事。社会奉仕、職業奉仕を
してほしい。
�幹事報告：＊理事役員会の報告。＊10月10日例会を
10/14の地区大会へ変更。＊10/14・15の地区大会の案内。
＊10/17公認休会。＊10/31夜間例会。＊11/5三重県イ
ンターアクト協議会開催。＊11/17はぐるま会秋季大会。
＊12/3少年野球教室開催。＊ロータリーレート10月１
ドル112円。＊例会変更。
�委員会報告：＊地区幹事　稲濱君より　地区大会の
連絡。ご協力をお願いします。
�ロータリーの友の読みどころ：中坂君。
�ニコBOX：別所・市川（安田君・南出君・木根君入会
おめでとうございます。今後のご活躍を祈念します）、
山本禎昭（安田君・南出君・木根君３名の皆さんようこそ。
これからよろしく。早退のお詫び）、稲濱（南出君入会
おめでとうございます。今後もよろしく。9月ギア倶楽
部優勝を自祝して）、鹿野（南出君入会おめでとうござ
います。今後もよろしくお願いします）、中坂（誕生祝。
喜寿を自祝して）、北森徹（誕生日を自祝して）の各君。
�卓話：クラブの日

第3110回　29.10.14　13：00点鐘　地区大会

第3111回　29.10.24　曇
�点鐘：別所泰広会長
�司会：粟辻寛明君
�Song：「それでこそロータリー」、「星の秋」
�ビジターズ：松本（上野東）の１君。
�ゲスト：伊賀市副市長　大森秀俊氏
�松本地区大会実行委員長より地区大会協力のお礼。
�出席報告：①本日の出席率　84.62％　欠席者=榊原・
石橋・中森・磯山・稲濱・北森徹の６君。②前々回の
修正　97.05％　メークアップ=北森徹（亀山）・廣澤（上
野東）、榊原（地区インターアクト委員会）、井本（鈴鹿
シティ）の４君。

上野ロータリークラブ　　例　会　記　録
�会長報告：＊台風21号、伊勢湾台風と同じルート。
＊10/14・15地区大会について、当クラブより12名お手
伝いお疲れ様でした。上野は全員登録。地区大会は77
クラブ、1504名の登録でした。基調講演の話。田山ガ
バナーから。Theロータリアンであれ。
�幹事報告：＊10/12、芭蕉祭　本城会長エレクト参加。
＊10/21、ロータリー財団補助金セミナー　宮田君参加。
＊例会変更。
�委員会報告：なし
�ニコBOX：松本（上野東）（地区大会へのご協力有難う
ございました）、別所（地区大会へのご参加頂き有難う
ございました。伊賀市副市長大森様卓話よろしくお願
いします）、山出（松本地区大会実行委員長大変ご苦労
様でした。大成功を祝して。伊賀市副市長大森様卓話
よろしくお願いします）、福増（地区大会ご苦労様でし
た）、廣澤（大森副市長をお迎えして。卓話よろしくお
願いします）、市川（大森君ようこそお越しくださいま
した。岡本君、伊賀市をしっかり支えて下さい。卓話
よろしくお願いします）、山本禎昭（多くの方にご協賛
を頂いた先日の花火大会、雨の合間をぬってあげるこ
とが出来、誠に有難うございました。早退のお詫び）
の各君。
�卓話：伊賀市副市長　大森秀俊氏
　　　　「経済統計でみる伊賀市の実力」

第3112回　29.10.31　晴
�点鐘：別所泰広会長
�司会：粟辻寛明君
�Song：「四つのテスト」、「川の流れのように」
�ビジターズ：なし
�ゲスト：なし
�出席報告：①本日の出席率　89.47％　欠席者=堀之
内・伊藤・宮田・山下の４君。②前々回の修正　100％
メークアップ=なし。
�会長報告：＊地区大会の時の基調講演、講師・黛ま
どかさんの話について。＊芭蕉の話。＊季語に関する話。
＊11/14親睦家族会について。
�幹事報告：＊次回理事役員会。＊11/7、13：40〜上野・
上野東合同例会の打ち合わせ会。
�委員会報告：なし
�ニコBOX：別所（親睦委員会の皆様、早くから準備頂
き有難うございました）、福増（本日の夜間例会、親睦
委員会の皆様、よろしくお願いします。本日ロータリー
バッチ忘れてしまいました）、廣澤（本日ボックスの中
に伊賀ブランド認定ギフトカタログが出来ましたので
入れさせていただきました。本城さん・川向さん・北
森さんと私も参加しております。ぜひ、伊賀の商品を
お使いください。よろしくお願いします）、市川（早退
のお詫び）の各君。
�卓話：夜間例会　親睦委員担当


