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上野ロータリークラブ

MONTHLY 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

　今期、国際ロータリー 2630地区中勢・伊賀グループガバナー補佐を拝命致しました、名張中
央ロータリークラブ西田重好です。よろしくお願い致します。
　バリー・ラシンRI会長の「インスピレーションになろう」というテーマは、心に火を付け鼓
舞し意欲を引き出す人になろう、と呼びかけています。
　一番大切なのは、前向きな変化を生み出し、私たちが今日直面する課題に勇気と希望、そし
て創造性をもって正面から立ち向かう意欲を、クラブ、地域社会、そして組織全体から引き出
すための｢インスピレーション｣となる必要があるのです。
　又、「ロータリーのビジョン声明」では、私たちロータリアンは、世界で、地域社会で、そし
て、自分自身の中で、持続可能な良い変化を生むために、人びとが手を取り合って行動する世
界を目指します。とも発表しております。
　木村ガバナーは、「理念をかかげ　意欲を喚起し　共に行動」と、奉仕の理念をテーマにされ
ました。
　『理念をかかげ』　奉仕の理念は、ロータリアンの倫理を高め、それに基づく実践を重ねてき
ました。私たちは、職業奉仕という幹の中にある｢奉仕の理念｣をお互いにしっかりと掲げたい
と思います。
　『意欲を喚起し』　奉仕活動を担うのは個々の会員です。一人一人の会員を大切にし、会員の
奉仕に対する意欲を呼び起こすことができれば、ロータリーはより大きなことができ、地域社
会に、世界に、より良い変化を生み出すことができるでしょう。
　『共に行動』　ロータリアンは信頼で繋がっています。ロータリーの仲間みんなで奉仕活動を
実践しましょう。一部のメンバーだけの活動ではなく、多くの会員が参加して行うことにより
さらに大きな良い効果が得られます・例えば委員長だけの活動ではなく多くの会員が参加する
よう、意欲を喚起したいものです。
　中勢・伊賀グループのテーマは、「中勢伊賀は一つ！共にロータリーを語り　行動しよう」と
致しました。中勢・伊賀の８クラブが、共通のテーマを通じて学びを共有し、それぞれのクラ
ブがこれからのロータリー活動への意欲を引き出し、行動を起こすために、語り合い、知識や
情報を広めることです。そして、会員相互の親睦によって、知己の輪を広げていくことこそ、
ロータリーの良さではないでしょうか。
　RI2630地区中勢・伊賀グループ発展の為、よろしくお願い申し上げます。

中勢・伊賀グループガバナー補佐　訪問
中勢・伊賀グループ　ガバナー補佐　西田　重好
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７日　11：00　第２回定例理事役員会
　　　12：30　例会（3145）　クラブの日
　　　　　　 地区ロータリー財団セミナーの報告

14日　12：30　公認休会

23日　12：30　例会（3146）
　　　　　　 ガバナー公式訪問４クラブ合同例会
　　　　　　 於　ヒルホテルサンピア伊賀

28日　12：30　例会（3147）
　　　　　　 新会員卓話　寺南　典久君

8 月クラブ行事予定

◎皆出席表彰について（１年間　100％）	
　吉岡　正巳　　澤野　周勇　　廣澤　浩一
　木津　龍平　　稲浜　建夫　　神戸　安男
　丸山　統正　　桃井　房夫　　山出　美材
　山口　　隆　　石橋　正行　　榊原　成人
　山本　禎昭　　中村　晶宣　　市川　隆成
　別所　泰弘　　鹿野　俊介　　井本　治見
　小坂　元治　　福増　久史　　伊藤　康彦
　粟辻　寛明　　山本ヒサ子　　　以上23君
◎インターアクト年次大会
　８月４日（土）・５日（日）　於　高田中高等学校
◎ギア倶楽部　８月例会
　８月26日（日）　阿山カントリークラブ
◎８月生まれの会員
　21日　山下　雅一君

〔告　　知　　板〕

▲山口君　地区財務委員長
　委嘱状 授与（7/17）

▲中勢・伊賀グループガバナー
　補佐　西田重好氏（7/10）

▲本城会長へ田山パストガバナー
　よりお祝いのお花（7/3）

▲韓国派遣 伊賀白鳳高校インター
アクター 谷口そらさん挨拶

（7/17）

▲会員卓話　市川君「伊賀市
　環境保全市民会議について」
　（7/17）

▲クラブアッセンブリー（7/10）

▲米山奨学生　万華さん（7/3）▲会長幹事バッチの交換（7/3）

７月例会の一コマ
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　第１回ロータリー財団研修セミナーは、

2018年７月21日（土）岐阜グランドホテルに

於いて点鐘12：00〜16：30まで開催されました。

当クラブからは、本城会長と私が参加いたし

ました。

　始めにロータリー財団部門委員会・平井委

員長は「世界でよいことをしよう」ロータリー

財団は昨年100周年を迎え、国際ロータリー

の併設財団として歴史的にも一体となり機能

してきた。国際ロータリーの大きな使命であ

る「職業奉仕理念の実践」に加えロータリー

財団の使命として「人道支援活動」が提唱さ

れていますと挨拶がありました。

　その後、本年度の重点テーマのーつであり

ます「ポリオ撲滅活動」について、元ユニセ

フ西・中央アフリカ地域事務所ポリオ予防接

種、モニタリング・評価担当の國枝美佳様に

講演を頂きました。ポリオ（小児麻痺）の撲誠

は進んでいますが、アフガニスタン・パキス

タン・ナイジェリアの一部残っているようで

す。撲滅しても再発防止ため永遠に予防接種

はしなくてはなりませんとの報告がされました。

　セミナーの後半は、財団の小委員会　資金

推進小委員会・ポリオプラス小委員会・資金

管理小委員会・補助金小委員会（地区、グロー

バル、奨学資金・学友担当、VTT）の取り組

みの説明があり、特に、1人目標額150ドルを

お願いしたいとのことでした。２年後のは寄

付金額によって補助金が申請できるとの説明

もされていました。

　昨年１年間の財団寄付統計は、地区78

ク ラ ブ3,051会 員 で441,098ド ル（ 日 本 円 で

52,930,000円）１人当たり144ドル（日本円で

17,350円）です。

　上野クラブは、78クラブ中74番目で2,360

ドル（日本円で288,200円）１人当たり7,867

円であります。この結果は、中勢伊賀グルー

プでは最下位になっています。昨年の結果は

結果として受け止め、世界中からポリオ撲滅

のため、強制ではございませんが皆様の善意

を頂きたいと存じます。11月はロータリー財

団月間です。幾らでも結構ですのでよろしく

お願いいたします。

2018〜2019年度国際ロータリー第2630地区
第1回ロータリー財団研修セミナー開催の報告

ロータリー財団委員長　廣澤　浩一

ギア倶楽部　７月例会成績
2018年７月19日（木）　於：名張カントリークラブ
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福田　豊治

本城　　髙

余野部　猛

廣澤　浩一

澤野　周勇

山下　雅一

山本　禎昭

山口　　隆

桃井　房夫
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第3141回　30.7.3　晴
�点鐘：本城髙会長
�司会：川向啓造君
�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：米山奨学生　万華さん
�出席報告：①本日の出席率　94.44％　欠席者=南出・
市川の２君。②前々回の修正　100％　メークアップ=なし。
�誕生日祝い：鹿野・稲濱・石橋・宮田の４君。
�会長報告：＊これから１年間よろしくお願いします。
＊初心表明挨拶。
�幹事報告：＊第１回理事役員会の報告（マンスリー告
知板をご覧ください）。＊出席免除者６名。＊７月10日
クラブ協議会。＊会費納入について。＊会計監査の委
嘱　左橋君。＊地区ロータリー財団セミナー（7/21）。
＊地区研修委員会・職業奉仕委員会合同研修セミナー

（7/29）。＊インターアクト年次大会27名参加予定（8/4・
5）。＊ロータリーレート７月１ドル110円。＊例会変更。
�委員会報告：なし。
�ニコBOX：恒岡光興（上野東）（お世話になります）、本
城（１年間、頑張ります。皆さんのご協力よろしくお願い
申し上げます）、別所（本年度、１年間、ロータリー情報
担当を務めさせていただきます。よろしくお願い申し上げ
ます）、稲濱（本城会長、粟辻幹事、１年間頑張ってくだ
さい。又、川向副幹事司会頑張ってください。誕生日を自
祝して）、粟辻（１年間お世話になります）、榊原（６月30日
で地区IA委員長を退任することとなりました。長い間、ご
協力ご支援有難うございました。本年度は上野RC副会長
をさせていただくこととなりました。今後ともご協力ご支
援よろしくお願いします）、福増（本城会長、粟辻幹事１年
間よろしくお願いします）、中村（クラブ管理委員会に協力
お願いします）、小坂（今年、国際・青少年奉仕委員長と
して１年間よろしくお願い致します）、山出（広報委員会に
ご協力をお願いします）、宮田（本年度、副SAAを木根君
とさせて頂きます。１年間よろしくお願いします。誕生日を
自祝して）、山本禎昭（本年度、会員増強を担当させてい
ただきます。情報提供をよろしくお願いします）、石橋・鹿
野（誕生日を自祝して）、伊藤（前回、例会欠席のお詫び。
そして、この度はご心配、ご迷惑をおかけしてすみません）
の各君。
�卓話：＊会長年頭挨拶
　　　　＊米山奨学生　万華さん
　　　　　「万華さんのふるさと、洛陽市について」
　　　　　洛陽市の紹介。洛陽牡丹。洛陽水席。龍門石蜜。

第3142回　30.7.10　晴
�点鐘：本城髙会長
�司会：川向啓造君
�Song：「我等の生業」、「恋のフーガ」
�ビジターズ：中井・栗本（上野東）の２君。
�ゲスト：中勢・伊賀グループガバナー補佐　西田重好氏。
�出席報告：①本日の出席率　86.48％　欠席者=中村・
山口・澤野・稲濱・北森隆文の５君。②前々回の修正
100％　メークアップ=榊原（地区インターアクト委員会）
の１君。
�会長報告：＊平成30年豪雨について。
�幹事報告：＊会費納入について。集金日は次回７月
17日です。＊本日、ククラブアッセンブリーです。ど
うぞよろしくお願いします。＊本日例会終了後クラブ
協議会出席のお願い。＊例会変更。
�委員会報告：なし。
�ニコBOX：西田ガバナー補佐（名張中央）（１年間どうぞ

上野ロータリークラブ　　例　会　記　録
よろしくお願いします）、中井（上野東）（田山ガバナー年度、
無事に終了しました。この間の上野クラブの皆様へのご協
力、大変有難うございます）、栗本（上野東）（お世話にな
ります）、本城・粟辻・山下（西田ガバナー補佐様ようこそ
お越しくださいました。本日は卓話、クラブ協議会もよろ
しくお願いします）、山出（本年度、クラブ会報委員長を務
めさせていただきます。１年間よろしくお願いします）、市
川（本城会長、先週の第１例会、欠席しまして申し訳あり
ませんでした。本年１年間どうぞよろしくお願いします）、
丸山（本日、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　西田重好氏。
　　　　＊クラブアッセンブリー

第3143回　30.7.17　晴
�点鐘：本城髙会長
�司会：川向啓造君
�Song：「日も風も星も」、「さよならはダンスの後に」
�ビジターズ：中尾（上野東）の１君。
�ゲスト：伊賀白鳳高校教頭　日紫喜先生。
　　　　　伊賀白鳳高校インターアクター　谷口そらさん。
�出席報告：①本日の出席率　89.18％　欠席者=井本・
堀之内・別所・南出の４君。②前々回の修正　100％　
メークアップ=南出（ポリオ募金）・市川（鈴鹿シティ）
の２君。
�会長報告：＊朝日新聞世論調査報告等。＊カジノ法案。
＊豪雨対策。＊参議院定数是正。内閣支持率。森友問題。
�幹事報告：＊臨時理事役員会は例会終了後、例会場
で行いますのでよろしくお願いします。
�委員会報告：韓国派遣出発にあたり、伊賀白鳳高校
インターアクター谷口そらさん挨拶。
�ニコBOX：中尾（上野東）（お世話になります）、北森
徹（本日、早退のお詫び）、北森隆文（前回、欠席のお詫び）
の各君。
�ロータリーの友読みどころ：木津君。
�卓話：会員卓話　市川隆成君
　　　　 「伊賀市環境保全会議について」

第3144回　30.7.24　晴
�点鐘：本城髙会長
�司会：川向啓造君
�Song：「それでこそロータリー」、「琵琶湖周航の歌」
�ビジターズ：宮田・上村・三谷・松本（上野東）の４君。
�ゲスト：なし
�出席報告：①本日の出席率　91.42％　欠席者=澤野・
鹿野・北森隆文の３君。②前々回の修正　97.29％　メー
クアップ=山口・稲濱（地区会合）・澤野・中村（上野東）
の４君。
�会長報告：＊線香が減り、香り（香料）が伸びる。＊消
費ニーズの変化について。＊小売業が価格を決める時代。
�幹事報告：＊臨時理事役員会の報告。インターハイ
伊賀白鳳高校よりサッカー部37年ぶり出場につき協賛
願い。30,000円協賛。＊7/31　公認休会。＊例会変更。
�委員会報告：上野東RCより、釣り同好会の案内。 
�ニコBOX：三谷・宮田（上野東）（お世話になります）、
上村（上野東）（お邪魔します。本日、釣り同好会の勧誘で
来ました）、別所（例会終了後、ロータリー情報委員会を
開催します。関係者の方よろしくお願いします）、北森徹・
廣澤・神戸（本日、早退のお詫び）、南出（前回、欠席並
びに本日早退のお詫び）の各君。
�卓話：「収支予算決算報告」
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