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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

ガバナー公式訪問４クラブ合同例会
2019-20年度国際ロータリー第2630地区　ガバナー　辻　正敏（津ロータリークラブ）

　2019-20年度国際ロータリー会長のマローニーさんは　Rotary Connects The World（ロータリーは世界を
つなぐ）がテーマです。私たち2630地区のテーマは「総天然色」。これまた訳の分かったような、わからない
ような、ガバナーらしいテーマです。
　会長のマローニーさんは、今年のサンディエゴでの国際協議会で、前年度の会員減少が過去にない大きな
ものだったことに触れ、増強や退会防止の大切さを述べられると共に、その方法にも大きく踏み込んで話を
されました。最初の強調事項。それはロータリー自身の成長です。
　Grow Rotaryと表現しました。穴の開いたバケツにいくら水を入れても抜けていくばかり。それが今のロー
タリーではないかと。そしてロータリーを成長させなければならないと言います。ロータリーというバケツ
をきちんと修復、あるいは今の時代に合った新しいものに変える必要があります。
　会員減少は組織としては大変な問題です。職業分類を強化して会員を増やし、新しいクラブを作らなくて
はならない。そして子供たちや若い人たちを大切にしなければいけません。ロータリーのリーダーシップの
道をもっと歩きやすくしなければなりません。増強や拡大の前にロータリーの成長が不可欠です。仕事をし
ながらロータリーが出来なければいけない。家族、仕事、ロータリーのバランスを考えなくてはならないと言っ
ています。Grow Rotaryは単に会員を増やそう、組織を大きくしようと言っているのではなく、きちんと続
いていくように（持続性）、成長していきましょうと言っています。公共イメージの向上やロータリーの認知
度向上もその一つです。
　先ほども触れましたが、子供たちや若い人たちとの結びつき・つながりの大切さです。今年の国際協議会
に初めてローターアクトたちが正式に招かれました。世界で60名。日本から３名。私は日本からのローター
アクターに質問しました。「どうしてローターアクトに入ったの」。答えは「奉仕がしたかったからです。」と
明確に答えました。私は少し驚きました。私は彼らの年代の頃、「奉仕がしたい」と思ったでしょうか。若い
彼らと私たちの思いは、どこかで交わるかもしれません。
　青少年プログラムはロータリーにとって避けては通れないものです。今触れたローターアクトの他にもイ
ンターアクト、青少年交換等があります。いろいろなハラスメントや最近多く発生する災害時対応など様々
な問題も起こっているようです。しかし私たちは諸問題を真正面で受け止め、諸問題への認識を深め、対応
力を十分持って取り組まなければなりません。
　ちょっと難しい話になりますが、ロータリーの定義といってもよいとされていますロータリーの中核的価
値観というものがあります。奉仕、親睦、多様性、高潔性、リーダーシップの５つです。これが2018年、昨
年の国際協議会で「ビジョン声明」として出されました。「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、人々が手を取り合って行動する世界を目指してい
ます。」という声明です。それを受けて、目的を達成するための戦略計画があります。「より大きなインパクト」、

「参加者の基盤拡張」、「参加者の積極的なかかわり」、そして「適応力を高める」です。
　2017-18年度　Make a Difference（変化をもたらす）、2018-19年度　Be The Inspiration（インスピレーショ
ンになろう）、そして本年度2019-20年度は「ロータリーは世界をつなぐ」です。
　「変化とは何？」と考えました。「あっ、こんなのはどうだろう」と思い付きがありました。そうしたら「そ
のような思いや考えを持った人が手を取り合っていきましょう」と考えたら、本年度は今まで考えてきたこ
とを思い切ってみんなで動かしてみましょうという年になるわけです。2019-20年度のミッションは、「人び
とが手を取り合って行動しよう」です。ロータリーは難しい表現が好きですよね。簡単に言えば、この2017-
18年度からのテーマ、これが戦略計画だと考えても良いのではないでしょうか。
　では具体的にはどうしましょうか。「人々が手を取り合う」ために、まずクラブや地区のリーダーが率先し
て積極的に参加する。会員の維持と新しい会員の増強。出来ればローターアクターや40歳未満の若い会員、
女性会員の増強。新しいクラブを作るのもいいでしょう。それとロータリーと関わっている若い人たち、イ
ンターアクト、ローターアクト、ロータリークラブ会員間の積極的な参加・協力、ＪＣや商工会議所青年部
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▲ガバナー公式訪問４クラブ合同例会（9/4）

▲卓話　リーガロイヤルホテル理事
飲料部マスターソムリエ
岡昌治氏（9/24）

▲ギア倶楽部８月例会優勝
澤野周勇君（9/10）

▲新会員卓話　吉田修一君
（9/10）

９月例会の一コマ

１日　11：00　第４回定例理事役員会
　　　12：30　例会（3198）　クラブの日
　　　　　　 新会員卓話　市川亮太君
　　　13：40　指名委員会 
８日　12：30　例会（3199）
　　　　　　 卓話　大阪大学大学院　医学系研究科
　　　　　　 健康スポーツ科学　教授　中田　研氏
15日　12：30　例会（3200）　卓話　社会保険労務士
　　　　　　 ファイナンシャルプランナー　市川　周氏
22日　　　　 法定休会
31日　18：30　夜間例会（3201）
　　　　　　 クラブ管理委員会担当

10月クラブ行事予定

◎ギア倶楽部10月例会
　10月10日（木）　ルート25ゴルフクラブ

◎地区ロータリー財団研修（補助金管理）セミナー
　10月19日（土）　ホテルグリーンパーク津
　12：00点鐘

◎10月生まれの会員
　12日　中坂　實宏君　12日　森川　　徹君

30日　吉田　修一君　31日　北森　　徹君

〔告　　知　　板〕

との交流などもいいですね。
　「行動する」とは、例えばポリオ。ポリオ根絶活動（表現が根絶になったことの説明）でのロータリーが果
たしている役割をはじめとしてロータリーが取り組んでいることを伝える。Ｒ財団補助金を活用してのプロ
ジェクトを増やすと共にＲ財団への年次基金、ポリオプラス、恒久基金への寄付の増進。「世界を変える行動
人」キャンペーンの促進などでしょうか。
　今年4月、2019年規定審議会でメーキャップの話がありました。今まで例会の前後14日間だったメーキャッ
プを、そのロータリー年度内にすればよいということです。「えっ、出席率はどうするの」、「月信にはどう記
載するの」、「出席委員会はいらないの」等々物議を醸しています。年度内のメーキャップは最大期間で、今
まで通りでよければそれぞれのクラブ細則で決める。例会の前後14日でも30日でも構わないわけで、あくま
でクラブが決めれば良い訳です。
　どんな変化が訪れても中核的価値観やビジョン声明を忘れなければロータリーは変わりません。より皆さ
んが居心地の良いロータリーにするためにロータリーを成長させるのです。それには家族や若い人たちとの
つながりを大切にして会員の基盤を強化しましょう。もう少しのところまで来ているポリオ根絶立ち上がり
ましょう。Ｒ財団が初めて寄付をしたのは1930年国際障害児協会への500ドルです。もっと言えばポリオに感
染した子供たちをサポートする協会でした。ロータリーのポリオとの戦いは90年に及ぶと言っても良いでしょ
う。Ｒ財団の資金を活用して良い変化をもたらすための事業を行いましょう。そして寄付もしましょう。
　いよいよクラブがロータリーの理念に基づき、自由に主導権を持ってロータリー活動をする時が来たよう
です。みなさんの家族が、事業所が、そしてクラブが活き活きとロータリーを楽しまれ、この地区にあるロー
タリークラブの数だけ素敵な花を咲かせ、総天然色の2630地区を作りましょう。

上野・上野東合同例会（9/17）
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上野高校での移動例会
クラブ管理委員長　福増　久史

　８月27日、第3193回例会が、稲濱会長の基
本方針に沿い、上野高校の明治校舎をお借り
して今年度１回目の移動例会を実施した。同
窓会館にて食事を済ませ、例会会場は、歴史
ある明治校舎へ移動し行われた。
　開会点鐘の後、稲濱会長より上野高校で３
年間過ごした懐かしい思い出などの挨拶、そ
して、松井校長先生に卓話を頂いた。
　平成20年に民間よりの任用により採用さ
れ、各高校を歴任されて上野高校で３年目を
迎えておられるようです。前職の㈱フジタに
勤務されていた頃に、発展途上国への海外勤
務の中でのエピソード、そして、生徒に対し
て高校生活の中での色々な経験を願っておら
れることをご挨拶頂いた。
　そして、「文学の神様」と呼ばれた、横光
利一の貴重な書物や手記、写真などを見学さ
せて頂き、歴史と伝統のある上野高校を感じ
させて頂いた移動例会でした。
　今後、２回程度の移動例会を計画していま
すので、会員の皆さんの参加、協力をお願い
します。

上野・上野東合同コンペ（９月例会）成績
2019年９月17日（火）　於：富士スタジアムゴルフ倶楽部
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安田　年道

稲濱　建夫

別所　泰広

松川　英一

余野部　猛

山本　禎昭

澤野　周勇

桃井　房夫

井本　治見

丸山　統正

今岡　睦之

山口　　隆

廣澤　浩一

福田　豊治

第3194回　2019.9.4　曇り
４クラブ合同ガバナー公式訪問例会
�点鐘：市川裕規会長（名張中央）
�司会：大久保和英副幹事（名張中央）
�Song：「君が代」、「奉仕の理想」
�ビジターズ：なし
�ゲスト：第2630地区ガバナー　辻正敏氏
�出席報告：①本日の出席率　80.55％　欠席者=中森・

上野ロータリークラブ　　例　会　記　録
福増・廣澤・堀之内・木根・小坂・北森隆文の７君。
②前々回の修正　94.74％　メークアップ=なし。
�市川会長（名張中央）報告：＊辻ガバナー紹介。＊職
業の話（不動産鑑定士）。伊賀地域の状況。上野と名張
について。
�幹事報告：なし
�ニコBOX：なし
�卓話：第2630地区ガバナー　辻正敏氏
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第3195回　2019.9.10　晴
�点鐘：稲濱建夫会長
�司会：堀之内壯平君
�Song：「我等の生業」、「誰もいない海」
�ビジターズ：市川裕規（名張中央）、神戸（上野東）の
２君。
�ゲスト：なし
�出席報告：①本日の出席率　87.18％　欠席者=北森
隆文・福増・中森・南出・空森の５君。②前々回の修
正　94.74％　メークアップ=なし。
�誕生日祝い：木根・廣澤の２君。
�会長報告：＊暑い日が続いています。ガバナー公式
訪問、出席有難うございました。
★ガバナーとの懇談会について。＊特に地区からの要望
はなかった。＊当クラブよりガバナーへ質問　①クラブ研
修委員長は何をするのか？地区での研修を減らすので委員
長が各クラブで研修を行うようにしてほしい。委員長は単
年ではなく継続してほしい。②出欠の件（メーク１年間OK
の件）について、各クラブでまちまち、各クラブで決めて
ほしい。③寄付の件（特に津RCが取りまとめている日赤
への寄付）。
�幹事報告：＊第３回理事役員会の報告。＊次回（9/17）
上野・上野東合同例会。＊IM（9/29）21名参加。懇親会
があるのでバスで行きます。＊11/12は移動例会。大山
田の「木の館」で開催します。＊芭蕉祭協賛のお礼。
＊伊賀上野シティマラソン協賛10,000円。＊ロータリー
レート９月１ドル106円。＊例会変更。
�委員会報告：＊野球同好会より　甲子園の写真・ア
ルバム、記念ボール回覧します。＊ギア倶楽部　８月
例会優勝　澤野君。
�ニコBOX：市川（名張中央）（先週の合同例会、有難う
ございました）、神戸（上野東）（（久しぶりにお邪魔しま
す）、稲濱（名張中央RC市川裕規会長ようこそお越しく
ださいました。先週ガバナー公式訪問設営でお世話に
なり有難うございました）、川向（名張中央RC市川会長
ようこそお越しくださいました）、澤野（ギア倶楽部優
勝を自祝して）、廣澤（誕生日を自祝して）、木根（先日は、
お忙しい中ご会葬頂きましてありがとうございました。
誕生日を自祝して、又、本日早退のお詫び）の各君。
�卓話：新会員卓話　吉田修一君

第3196回　2019.9.17　晴
上野・上野東合同例会　18：30点鐘
�点鐘：稲濱建夫会長
�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=本城・
山下・粟辻・堀之内の４君。②前々回の修正　91.66％
メークアップ=北森隆文（インターアクト委員会）・福増・

小坂（名張）、廣澤（上野東）の４君。
�会長報告：＊今年１回目の合同例会。親睦を深めて
下さい。＊6/29の全国ロータリー野球大会（甲子園）の
記念ボール、アルバムが届いております。注文用紙と
ともに回覧します。
�幹事報告：省略
�委員会報告：なし
�ニコBOX：合同コンペ団体戦（上野RC完勝おめでと
うございます）、出後（上野東）（上野クラブの皆さん、
本日の設営有難うございます）、栗本（上野東）（本日は
お世話になります）、戸上（上野東）（上野クラブ様、今
夜はお世話になります。よろしく）、小林（上野東）（桃
井さん、余野部さん本日はゴルフのいろは、色々と勉
強になりました。ありがとうございました）、稲濱（今
回の合同例会、上野東RCと共に楽しい親睦にしてくだ
さい）、川向（上野東RCの皆様、今日は思いきり楽しみ
ましょう。よろしくお願いします）、別所（上野東RCの
皆様ようこそお越しくださいました）、森川（前回、例
会早退のお詫び）、福増（２週連続、例会欠席のお詫び）
北森徹（早退のお詫び）、北森隆文（いつも欠席ばかり
で申し訳ありません）の各君。
�卓話：上野・上野東合同例会

第3197回　2019.9.24　晴
移動例会　12：30点鐘　上野高校明治校舎
�点鐘：稲濱建夫会長
�司会：堀之内壯平君
�Song：「それでこそロータリー」、「大阪ラプソディー」
�ビジターズ：なし
�ゲスト：リーガロイヤルホテル理事・料飲部マスター
ソムリエ　岡昌治氏
�出席報告：①本日の出席率　92.3％　欠席者=中森・
北森隆文・南出の３君。②前々回の修正　89.74％　メー
クアップ=福増、木津（上野東）の２君。
�会長報告：＊ラグビーワールドカップについて。祭
りが起源。イギリスの植民地が強豪。日本代表の半分
が外国人なのに、君が代を歌っていることに感心した。
�幹事報告：＊9/29 インターシティ・ミーティングに
ついて。サンピアより12：00にバスが出発。13：00受付。
14：00点鐘。
�委員会報告：なし
�ニコBOX：川向・山下・別所（日本ソムリエ協会 岡
昌治様、本日卓話よろしくお願いします）、松川（大阪
より遠路遥々ロータリーの卓話の為に伊賀上野にお越
しいただき心より感謝申し上げます）、余野部（上野・
上野東合同ゴルフコンペの優勝を自祝して）、安田（前
回ギア倶楽部の優勝を自祝して）、中村・森川・北森徹（早
退のお詫び）の各君。
�卓話：リーガロイヤルホテル理事・
　　　　料飲部マスターソムリエ　岡昌治氏
　　　　「日本酒とワイン」
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