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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

　新年おめでとうございます。本年は、平成も終わり新しく新元号を迎

える記念すべき2019年でございます。

　ロータリーも、新年号のようにこれから新時代にマッチして変遷して

行く事でしょう。

　昭和19年生まれの私の青春時代は、地元の卸売業と地元の小売業で街

全体に活気があり、全国、何処でも金太郎飴のごとくどこを切っても同

じ高度成長の時代でありました。

　従って、青年会議所もロータリーもライオンズも会員数が多く、地域社会が大変活気溢れた

時代でありました。

　今、昭和に続き平成も終わります。残念ながら、日本中どこに行っても街は寂れる残念な金

太郎飴になりました。

　製造業より、大型小売業が価格決定権を持っ時代に成りました。

　これから始まる新しい時代、どのように世の中が変化、発展していくのでしょうか？

　誰にも読めません。わかりません。

　ロータリーも、同じように変わるでしょう。変わらなくては成りません。どのように変わっ

ていくのでしょうか？

　これからもロータリーの「奉仕の理想」は基本理念で普遍と考えますが、全てのロータリー

アンの研鑽で来る新時代にマッチするロータリーに進めなければ時代に置いてきぼりに成るか

もしれません。

　上野ロータリークラブが時代と共に更に充実、発展を致しましょう。

年 頭 の ご 挨 拶
会　長　本城　　髙
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１日　 　特別休会

８日　10：30　第７回理事役員会議

11：00　例会（3162）移動例会（新年正式参拝例会）

15日　18：30　例会（3163）創立記念例会

22日　12：30　例会（3164）クラブアッセンブリー

29日　12：30　例会（3165）卓話　㈱谷石材

代表取締役社長　谷　武尚氏

1 月クラブ行事予定 ◎2019〜2020年度理事役員
　会長　　　　　　　　　　稲濱　建夫
　直前会長　　　　　　　　本城　　髙
　会長エレクト　　　　　　榊原　成人
	 副会長　　　　　　　　　空森　栄幸	
	 幹事　　　　　　　　　　川向　啓造
	 会計　　　　　　　　　　山口　　隆	
	 ＳＡＡ　　　　　　　　　廣澤　浩一
　理事　　　　　　　　　　福増　久史	
	 理事　　　　　　　　　　山本　禎昭
	 理事　　　　　　　　　　山本ヒサ子
	 理事　　　　　　　　　　小坂　元治
	 理事　　　　　　　　　　南出　政彦
	 副幹事　　　　　　　　　堀之内壯平
	 副ＳＡＡ　　　　　　　　安田　年道
	 副ＳＡＡ　　　　　　　　寺南　典久

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

◎後期会費納入について
　後期会費　130,000円
　１月22日（第４例会）にて徴収します。
　銀行振替納入の方は、１月21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15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
　　桃井　房夫君（35年）記念品35,000円分
	 　山出　美材君（30年）記念品30,000円分
	 　中村　晶宣君（15年）記念品15,000円分
	 　廣澤　浩一君（15年）記念品15,000円分
	 　澤野　周勇君（10年）記念品10,000円分
　累積皆出席者
　　山出　美材君（30年）記念品15,000円分	

▲米山奨学生　万華さん（12/11）

▲卓話　中勢・伊賀グループガバナー補佐
西田重好氏（12/11） 上野・上野東合同例会（12/18）

▲手に手つないで

▲上野・上野東合同コンペ　上野東優勝 ▲ギア倶楽部12月例会優勝　安田君

▲鹿野君　退会挨拶 ▲井本君　退会挨拶

12月例会の一コマ
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ギア倶楽部12月例会（上野・上野東合同コンペ）成績
2018年12月18日（木）　於：富士スタジアム南コース
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安田　年道

稲濱　建夫

小坂　元治

廣澤　浩一

今岡　睦之

山本　禎昭

澤野　周勇

本城　　高

山口　　隆

伊藤　康彦

桃井　房夫

丸山　統正

福田　豊治

別所　泰広

　2018年12月２日（日）にミキハウススタジ
アムにおいて、晴天の中「第18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。
本年度は市内の少年団５チームで約60名の参
加でありました。
　上野ロータリークラブ本城会長の挨拶、ミ
キハウスベースボールクラブ監督の上田郁生
様の挨拶、全員での記念写真撮影の後、ミキ
ハウスベースボールクラブの選手25名による
野球教室が始まりました。
　まずは、ミキハウスベースボールクラブ選
手による練習を間近で見学しました。
　ピッチャーの投球、トスバッティングと硬
球ならではの迫力ある生の速球、打球が見ら
れ、参加した子供たちも感動しておりました。
　その後、キャッチボールの基礎練習、各
ポジションに別れての守備練習・投球練習
を行った後、最後に参加者全員とミキハウス
ベースボールクラブの選手とのバティング対
決があり、小学生では経験のない速い球に苦
戦していましたが、全員何とか当てようと一

生懸命バットを振り、また参加者全員で応援
し、大いに盛り上がりました。ミキハウスベー
スボールクラブの若い選手と子供たちとのふ
れあいのある楽しい野球教室になったと思い
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
アンの皆様に感謝申し上げます。

第18回上野ロータリークラブ少年野球教室
青少年奉仕委員長　小坂　元治
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第3159回　30.12.4　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：なし

�ゲスト：なし

�出席報告：①本日の出席率　83.78％　欠席者=別所・

市川・寺南・宮田・井本・北森隆文の６君。②前々回の修

正　97.29％　メークアップ=北森隆文（名張中央）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：＊12/2 少年野球教室を開催。メンバー 11

名参加。少年野球チーム５チーム参加。ミキハウスク

ラブチームの皆さんの協力で盛り上がりました。＊継

続するためには会員の増強を図らなければならない。

�幹事報告：＊第６回理事役員会の報告.＊連続・累積

皆出席などの表彰について。＊12/11 西田ガバナー補

佐訪問。12/18の上野・上野東合同例会。＊1/15 創立

記念例会の出欠案内＊1/8（火）11：00〜菅原神社正式参

拝例会（移動例会）、本日の例会にて出欠確認。＊上野

商工会議所賀詞交換会。本城会長出席。＊12/25 公認

休会。＊12月ロータリーレート112円。

�委員会報告：なし

�ニコBOX：小坂（少年野球教室に協力参加頂き有難う

ございました）、榊原・中村・堀之内（誕生日を自祝して）、

別所・稲濱（本日、理事会欠席のお詫び）、北森徹（本日、

早退のお詫び）の各君。

�ロータリーの友の読みどころ：木津君より

�卓話：年次総会

　　　　＊副会長空森君

　　　　＊次年度理事の紹介

第3160回　30.12.11　晴
�点鐘：本城髙会長

�司会：川向啓造君

�Song：「我等の生業」、「見上げてごらん夜の星を」

�ビジターズ：なし

�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　80.08％　欠席者=別所・

廣澤・木根・安田・北森隆文・宮田・井本の７君。②前々

回の修正　94.59％　メークアップ=北森隆文（クリーン

ウォーキング）・山本・安田（上野東）・南出（名張中央）

の４君。

�会長報告：＊ノーベル賞の表彰式の話。＊基本をしっ

上野ロータリークラブ　　例　会　記　録
かり、執着心を持って取り組む

�幹事報告：＊次回12/18 上野東RCとの合同例会案内

＊年次計画書へ新会員の寺南さんの住所追加。＊例会

変更。

�委員会報告：＊ギア倶楽部11月例会　優勝　別所君。

＊日本酒を楽しむ会1/20・21の案内。

�ニコBOX：西田ガバナー補佐（名張中央）（中間クラブ

訪問に寄せて頂きました）、本城・粟辻・稲濱・中村（西

田ガバナー補佐様ようこそお越しくださいました。本

日はありがとうございます）、福田（半年分の欠席のお

詫び）、市川（先週欠席し、本城会長には指名委員会報

告をしていただき有難うございました）、南出（本日、

早退のお詫び）、寺南（先週欠席、次週欠席のお詫び）の

各君。

�卓話：中勢・伊賀グループガバナー補佐　西田重好氏

第3161回　30.12.18　晴
上野・上野東合同夜間例会　18：30点鐘
�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：なし

�ゲスト：なし

�出席報告：①本日の出席率　89.74％　欠席者=寺南・

山下・宮田・北森隆文の６君。②前々回の修正　

92.11％　メークアップ=北森隆文（亀山）・市川・寺南（ク

リーンウォーキング）の３君。

�会長報告：＊あおり運転について思うこと。＊上を向い

て前を向いてロータリー活動を行うことが必要。

�幹事報告：＊12/25 公認休会。＊1/8（火）10：30〜理

事役員会、11：00〜菅原神社正式参拝例会(移動例会)。

�委員会報告：なし

�ニコBOX：中里（上野東）（合同例会準備有難うござ

いました）、長谷川（上野東）（合同例会お世話になり

ます）、松本（上野東）（上野クラブの皆様合同例会の

設営有難うございました）、中井（上野東）（この一年

間お世話になり有難うございます）、別所（上野東RC

皆様、ゴルフご一緒させて頂き有難うございました）、

鹿野（上野RCの皆様方、大変お世話になりました。今

後ともよろしくお願い致します）、井本（大変お世話に

なりました。今後ともよろしくお願いします）、空森（誕

生日を自祝して）の各君。

�卓話：上野・上野東合同夜間例会
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