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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

　上野RCの皆様にはご健勝にて新たな年を迎えられました事、心よりお慶
び申し上げます。本年も、上野RCの益々の隆盛と会員の皆様並びに会員ご
家族の皆様のご清祥をお祈り申し上げます。
　さて、昨年７月１日に始まりました今年度も、早や半年が過ぎさりまし

たが、各委員長を初めとして委員会のメンバーの皆さま方のご尽力を持ちまして、RI イアン・
ライズリー会長の指針、「ロータリー；変化をもたらす」、又第2630地区、田山雅敏ガバナーの
指針「未来を創造しよう」の下、計画された事業も順調に執行されています。

まずは　クラブ管理委員会
　山出美材委員長を初め、各委員会のメンバーが、基本方針、「初心に戻り、ロータリーの精
神を次世代に繋げる」に沿って、例会がスムーズに進行され、また家族旅行も、11月14日（火）、
紅葉を楽しみつつ、「相楽園」で、旧アッサム邸、庭園散策、菊華展を堪能しました。
次に会員増強委員会
　神戸安男委員長を初め、各委員のもと、RC会員の皆様の並々ならぬご努力で、６名の新会
員を迎えることが出来ました。地区目標会員純増３％の目標を大きく上回り、久しぶりに会
員数42名となり、全体の雰囲気が賑やかで、明るく感じられるようになりました。特に紅一
点の山本ヒサ子会員は、懇親会を盛り立てていただく役割を果たしてくれています。
次に　職業奉仕・社会奉仕委員会
　廣澤浩一委員長を初め、各会員の皆様のご協力で家族旅行、職場見学「江崎グリコ工場」
を実施頂き、会員及びご家族の親睦に貢献頂きました。
次に　広報委員会
　中村晶宣委員長を初め、各委員で、マンスリーの発行、「ロータリーの友」の紹介を実行し
ていただいています。
最後に　国際奉仕、青少年奉仕委員会
　山下雅一委員長を初め、各委員の協力にて、米山奨学生支援の募金、又インターアクト年
次大会に上野、伊賀白鳳各高校生12名、教師３名が参加いただき、韓国3600地区年次大会に
も１名（梶川美月さん）が参加いただきました。また少年野球教室もミキハウスベースボー
ルチーム指導の下、約50名の参加をいただき開催されました。

　更には、地区の行事に於いてですが、最も重要な行事、地区大会には全員の登録をいただき
ましたが、特に本年は上野東RC担当の為、親クラブ・上野RCから出張、協力された皆様の貢
献は称賛に値するものです。
　本年度も、残り６か月となりましたが、財団年次寄付目標達成、グローバル補助金にトライ
等目標達成のため、最後まで会長の責務を全うする所存です。
　会員皆様のご協力をお願い申し上げます。

恭 賀 新 禧
上野RC会長　別所　泰広
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２日　 　公認休会
９日　８：30　例会（3119）早朝例会（新年正式参拝例会）

９：00　第７回理事役員会議
16日　18：30　例会（3120）創立記念例会
23日　12：30　例会（3121）クラブアッセンブリー
30日　12：30　例会（3122）卓話　社会福祉法人維雅幸育会

理事　奥西　利江氏

1 月クラブ行事予定

12月例会の一コマ

▲新会員卓話　堀之内壯平君（12/12）▲中勢・伊賀グループガバナー補佐
宮上史郎氏　訪問（12/12）

 会計　　　　　　　　　　山口　　隆 
 ＳＡＡ　　　　　　　　　神戸　安男
　理事　　　　　　　　　　山下　雅一 
 理事　　　　　　　　　　中村　晶宣
 理事　　　　　　　　　　山出　美材
 理事　　　　　　　　　　山本　禎昭
 理事　　　　　　　　　　小坂　元治
 副幹事　　　　　　　　　川向　啓造
 副ＳＡＡ　　　　　　　　宮田　真吾
 副ＳＡＡ　　　　　　　　木根　英男

◎１月生まれの会員
　15日　磯山　喜広君　17日　山口　　隆君
　21日　市川　隆成君
　11日　桂　富佐さん（ソング）

◎後期会費納入について
　後期会費　130,000円
　１月23日の例会にて徴収します。
　銀行振替納入の方は、１月19日に自動引き

落としとなります。振込みの方は、１月31
日までにお願いいたします。

　北伊勢上野信用金庫　上野営業部 
 普通　0411349　上野ロータリークラブ
　　　　　　会計　山口　　隆

〔告　　知　　板〕
◎創立記念例会
　1月16日（火）18：30　ヒルホテルサンピア伊賀

◎創立記念例会被表彰者
　連続皆出席者　15年　山本　禎昭 

◎2018〜2019年度理事役員
　会長　　　　　　　　　　本城　　髙
　直前会長　　　　　　　　別所　泰広
　会長エレクト　　　　　　稲濱　建夫
 副会長　　　　　　　　　榊原　成人 
 幹事　　　　　　　　　　粟辻　寛明

▲ギア倶楽部11月例会（はぐるま会）
優勝　山下君（12/5）

▲上野・上野東合同例会（12/21）
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　2017年12月３日（日）にミキハウススタジア
ムにおいて、晴天の中「第17回上野ロータリー
クラブ少年野球教室」が開催されました。
　本年度の参加は３チームで、約50名の選手
に対して、ミキハウスベースボールクラブ選
手25名によります教室を開催いたしました。
　９時30分集合、45分より上野ロータリーク
ラブ別所会長のご挨拶、ミキハウスベース
ボールクラブ監督谷村政哉氏のご挨拶をいた
だき、参加者全員によります記念写真後、ミ
キハウスベースボールクラブ選手によります
練習を見学。
　その練習の中のフリーバッティングに少年
たちも参加させていただき、硬球の重さを感
じていました。中には手をしびれさせている
少年が大半でした。練習風景を見学後、キャッ
チボール等で体をほぐし、午前中の教室を終
了いたしました。
　昼食をはさんで、各ポジションに分かれて
細かく熱心なご指導を１時間、水分休憩をは
さんで、打撃練習を参加者全員に実施してい

ただきました。
　閉会式で上野ロータリークラブ別所会長か
ら基本練習と毎日の努力、また勉強の大切さ
の締めのご挨拶をいただきました。
　最後に今回の野球教室の開催にあたり、準
備運営に多大なご協力をいただいたロータリ
アンの皆様に感謝いたします。

第17回上野ロータリークラブ少年野球教室
青少年育成担当　井本　治見

上野・上野東合同コンペ秋季大会成績表
2017年12月21日（木）　於：富士スタジアムゴルフ倶楽部

上野順位 NAME OUT IN GROS H.C NET 合同順位 次回HC

優勝
２位
３位
４位
５位
６位
７位
８位
９位
10位
11位
12位
13位
14位
15位

48
46
52
45
49
53
56
55
63
55
54
52
53
53
69

50
49
55
44
49
52
53
56
52
57
55
58
59
56
57

98
95

107
89
98

105
109
111
115
112
109
110
112
110
126

21
9
20
1
7
13
17
19
22
18
13
13
14
12
20

77
86
87
88
91
92
92
92
93
94
96
97
98
98
106

BB
８位
19位
３位
22位
９位
25位
23位
26位
20位
６位
10位
21位
14位
28位

15
7
18

廣澤　浩一
山口　　隆
桃井　房夫
余野部　猛
本城　　髙
澤野　周勇
福田　豊治
別所　泰広
丸山　統正
井本　治見
稲濱　建夫
今岡　睦之
山本　禎昭
小坂　元治
安田　年道

団体戦　上野東クラブ勝利
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第3116回　29.12.5　晴
�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：恒岡光興（上野東）の１君。
�ゲスト：なし
�出席報告：①本日の出席率　97.57％　欠席者=北森
隆文の１君。②前々回の修正94.21％　メークアップ=
井本（三重県インターアクト協議会）の１君。
�誕生日祝い：榊原・空森・堀之内・中村・川崎（事務局）
の５君。
�会長報告：＊12月２日のクリーンウォーキング５名
参加。＊12月３日の少年野球教室、ご苦労様でした。
＊慈悲と奉仕の話。＊日馬富士引退の話。
�幹事報告：＊理事役員会の報告。＊米山奨学生受け
入れの承認。＊菅原神社書初め大会の協賛願い。＊親
睦家族会の決算報告。＊12/19⇒12/21例会変更で上野・
上野東合同例会です。＊1/13地区会員増強セミナー開
催。３名出席予定。＊12月行事予定。＊ロータリーレー
ト12月１ドル112円。＊例会変更。
�委員会報告：＊クラブ管理委員長より　1/16創立記
念例会の案内について。＊青少年奉仕委員長より　12
月３日の少年野球教室の報告。３チーム50名の参加。
＊社会奉仕委員長より　12月２日のクリーンウォーキ
ング５名参加。次回は３月３日です。
�ロータリーの友の読みどころ：中坂君。
�ニコBOX：恒岡光興（上野東）（お世話になります）、
別所（クリーンウォーキング、少年野球教室、ご参加い
ただき有難うございました）、山下（ギア倶楽部11月例
会で久しぶりに優勝させていただきました）、中村・榊
原（誕生月を自祝して）、堀之内（66歳になりました）、
山本（前回欠席と本日早退のお詫び）、山口（早退のお詫
び）の各君。
�卓話：年次総会

第3117回　29.12.12　晴
�点鐘：別所泰広会長
�司会：粟辻寛明君
�Song：「我等の生業」、「トロイカ」
�ビジターズ：なし
�ゲスト：中勢・伊賀グループガバナー補佐　宮上史
郎氏
�出席報告：①本日の出席率　92.5％　欠席者=市川・
稲濱・北森隆文の３君。②前々回の修正　100％　メー
クアップ=磯山（地区大会）、山本禎昭（野球教室）、堀之
内（上野東）の３君。
�会長報告：＊本日、宮上AGとの懇談会がありました。
IMの報告。＊米山奨学生（留学生）の受け入れについて。
４月から１名の留学生を受け入れる予定。温かくお迎

上野ロータリークラブ　　例　会　記　録
えしましょう。
�幹事報告：＊ひまわりバザーのお礼状が届いていま
す。１日を通して1,154,450円の協力がありました。＊
12月21日、上野・上野東合同例会。18：00点鐘です。
＊12/26・1/2公認休会。＊1/9早朝例会（菅原神社にて
新年正式参拝例会）。＊例会変更。
�委員会報告：宮田ロータリー財団担当より　ロータ
リー財団150ドル寄付のお願い。12月はロータリーレー
ト　１ドル112円。
�ニコBOX：宮上ガバナー補佐（本日はガバナー補佐と
して訪問させていただきました。よろしくお願い致し
ます）、 別所・福増（宮上ガバナー補佐ようこそお越し
くださいました。本日は有難うございます。堀之内さん、
卓話よろしくお願いします）、小坂・中村（宮上ガバナー
補佐本日はよろしくお願いします。本日はご苦労様で
す）、木津（堀之内君、卓話よろしくお願いします）、山
口（早退のお詫び。宮上AGをお迎えして）、山本禎昭・
北森徹（早退のお詫び）の各君。
�卓話：中勢・伊賀グループガバナー補佐　宮上史郎氏
　　　　新会員卓話　堀之内壯平君

第3118回　29.12.21　晴
上野・上野東合同例会
例会場　上野フレックスホテル　18:00点鐘
�点鐘：森会長 （上野東RC）
�Song：「君が代」、「奉仕の理想」
�ビジターズ：なし
�ゲスト：2630地区ガバナー　田山雅敏氏
�出席報告：①本日の出席率　92.3％　欠席者=市川・
川向・山下の３君。②前々回の修正　100％　メークアッ
プ=北森隆文（クリーンウォーキング）の１君。
�会長報告：本日、例会に上野東RCの奨学生でスリラ
ンカ（伊賀白鳳高校）からの留学生が来てくれています
が、スリランカに学校を建設できればと願っています。
�幹事報告：本日の例会で今年最終となり、来年は１
月９日で8：30〜早朝例会（菅原神社正式参拝例会）です。
よろしくお願いします。
�ニコBOX：森（上野東）（上野クラブの皆様ようこそい
らっしゃいました）、中井（上野東）（上野クラブの皆様
ようこそお越し下さいました。１年間有難うございま
す。来年もガバナー事務所、地区関係へのご協力のほ
どよろしくお願い申し上げます）、伊藤（上野東）（上野
クラブの皆様、本日は有難うございます）、堀之内（前回、
つたない卓話をお聞きいただき有難うございます）、宮
田（本日はお世話になります。早退のお詫び）、空森（誕
生日を自祝して）の各君。
�卓話：2630地区ガバナー　田山雅敏氏
　　　　合同夜間例会


