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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

“変革と継承”

　今回、この伝統ある上野ロータリークラブの会長をお引き

受けする事となり、身が引き締まり、責任の重さを感じてお

ります。

　2020年に入ってから世界は感染症のため社会システムや倫理観の不安定化恐れや

確認できない情報に溢れています。特に心配なのは、人と人との親密なコミュニケ

ーションを拒絶する感染症対策です。一同に集まり意見や情報を交換しながら会食

する場を無くし、例会開催の内容を一変させてしまいます。しかし日本は昔から外

からの変化への圧力に対して柔軟に対応してより良い姿を見つけて成長してきた歴

史があります。

　手探りの一年間となってしまうかもしれませんが、安全確保の方法を考えながら、

楽しく有意義なロータリー活動・家庭生活・社会生活が送れるよう努めますのでご

協力・ご教授よろしくお願いします。

　これからはより一層対外的な情報発信を行ないロータリーの良さや活動を地域や

一般の方々に広く知ってもらい新たな仲間を増やすよう努めます。

2020年～2021年度 クラブ活動の基本方針
会　長　榊原　成人
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2020年
７月21日（火）　クラブ協議会
８月４日（水）　名張・名張中央・上野・上野東合同例会
　　　　　　　（ガバナー公式訪問）
９月17日（木）　上野・上野東合同例会
９月26日（土）　中勢・伊賀グループ
　　　　　　　グループトレーニングミーティング
12月15日（火）　上野・上野東合同例会

2021年
１月19日（火）　創立記念例会
３月18日（木）　上野・上野東合同例会

2020 〜 21 年度行事
７日　11：00　第１回定例理事・役員会   
　　　12：30　例会（短縮例会）
８日　12：30　会長年頭挨拶

14日　12：30　例会（短縮例会）
８日　12：30　クラブアッセンブリー
８日　12：30　各委員長事業計画説明

21日　12：30　例会（短縮例会）
８日　12：30　福本ガバナー補佐訪問

30日　12：30　例会（短縮例会）
８日　12：30　収支予算決算報告・定款細則説明

7 月クラブ行事予定

◎事務職員の処遇について
　月曜日〜金曜日　10：00〜16：00
　昼食休憩　　　　12：00〜13：00
◎会費納入について
　前期会費　130,000円
　７月21日（第３例会日）に徴収します。
　銀行振替納入の方
　（7月20日　自動引き落とし）
　振込みの方は北伊勢上野信用金庫上野営業部
　普通預金411349　上野ロータリークラブ　
　７月31日までにお願い致します。
◎７月生まれの会員
　６日　稲濱　建夫君　15日　福森　直樹君

◎新年度第１回理事会にて決定すべき事項
①会計取り扱い金融機関について
　北伊勢上野信用金庫上野営業部
②会計監査委員の委嘱について　丸山 君
③例会主宰者の氏名決定
　　ａ．榊原成人会長
　　ｂ．空森栄幸会長エレクト
　　ｃ．小坂元治副会長
　　ｄ．神戸安男理事
◎例会出席免除申請者について
　中坂實宏君　　余野部猛君　　今岡睦之君

以上３名

〔告　　知　　板〕

▲ギア倶楽部　３月例会優勝
本城君（6/2） ▲辻ガバナー動画視聴（6/2）

▲卓話　会長エレクト榊原君
（6/16）

▲ギア倶楽部６月例会優勝
山本君（6/23）▲クラブアッセンブリー（6/9）

▲ギア倶楽部取り切り戦優勝
廣澤君（6/23）

▲卓話　中勢・伊賀グループ
ガバナー補佐　松田英明氏（6/23） ▲懇親会▲退会挨拶　中森君▲退会挨拶　福田君

6 月例会の一コマ

最終夜間例会（6/30）
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　５月28日（木）、

グローバル奨学金

の候補者である小

澤慧（おざわさとし）

さんをお迎えし、

本年度・次年度の

役員との面接会を

実施しました。

　 小 澤 さ ん は 同

志社大学を卒業。現在ケニアのGMO（非政府組織）

で森林伐採の仕事に携わっています。昨年８月にア

メリカ留学を目指し奨学金に当クラブを訪ねて来ら

れました。面接会では、自己紹介・将来の展望につ

いて卓話をしていただき、参加の役員の皆さまから

の質問や、意見・アドバイス等白熱した会合となり

ました。

　今回の面接会により、より深く候補者について知

ることができ、ま

た、ロータリーの

考え方や、この奨

学金の意義など、

候補者の理解もふ

かめることができ

たと思います。

ギア倶楽部　６月例会成績
2020年６月18日（木）　於：滋賀ゴルフ倶楽部

RANK NAME OUT IN GROSS H.C NET

優勝
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９位
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49
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65
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49
49
50
52
53
48
53
48
54
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103
97
93
95
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104
97
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107
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20
13
9
11
19
16
9
12
12
8
14
21

83
84
84
84
85
88
88
93
95
99
100
102

山本　禎昭
廣澤　浩一
山口　　隆
松川　英一
桃井　房夫
丸山　統正
本城　　髙
小坂　元治
稲濱　建夫
澤野　周勇
井本　治見
福田　豊治

グローバル奨学金候補者
面接会報告

幹事　川向　啓造

　当日は、当年度の最終例会のため、併せて「取り切り戦」
をダブルベリア方式で実施。廣澤浩一君が、会長杯を
ゲットしました。

第3217回　2020.6.2　晴　
�点鐘：稲濱建夫会長
�司会：堀之内壯平君
�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　100％　欠席者=中森・
森川・山出・北森隆文・北森徹の５君。②前々回（2/25）
の修正　91.66％　メークアップ=寺南・木根（名張中央）、
北森隆文（地区インターアクト）の３君。
�誕生日祝い：４月（澤野・木津・中森）、５月（寺南・
今岡・山本禎昭）、６月（丸山・川向・上島・神戸・山
本ヒサ子）の11君。

上野ロータリークラブ　　例　会　記　録
�会長報告：＊３ヶ月を振り返り、スティホームで家
の整理などできた。ロータリーの活動も止まっている。
新型コロナウイルスとの共存を考える。暗い世の中だ
けど、少しでもできることをしていきたい。
�幹事報告：＊第10回理事役員会の報告。＊６月より
短縮例会にする。＊６月例会の欠席者についてはすべ
て免除とする。＊2630地区でまとめて、医療機関へフ
ェイスシールド寄付。クラブから１人1000円、39,000円
寄付しました。＊中勢・伊賀グループボッチャ大会中
止により、クラブから１人1000円、39,000円寄付しまし
た。＊ポリオ街頭募金中止。クラブから１人1000円、
39,000円Ｒ財団へ寄付します。＊グローバル奨学生、応
募者について。＊6/30 夜間例会、コロナの対策をして
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実施検討。＊中森君・福田君、６月末で退会。＊ロー
タリーレート６月１ドル108円。＊例会変更。
�委員会報告：＊社会奉仕委員長 山本ヒサ子君より　
伊賀市環境保全会議の総会出席依頼の案内が来ていま
す。＊ゴルフ３月例会優勝　本城君。
�ニコBOX：稲濱（会員の皆様、大変お久しぶりです。
今日から例会再会ですが感染に注意をしてください）、
澤野（妻の逝去に際しての供養として。）、余野部（２月
の誕生日を自祝して。）、本城（久しぶりの優勝とのこと。
スイング解りました。）、寺南・上島・山本禎昭、山本
ヒサ子、丸山・木津・澤野（誕生日を自祝して。）、神戸（70
歳です。）、福田（欠席のお詫び。）の各君。
�卓話：辻ガバナー動画視聴。

第3218回　2020.6.9　晴
�点鐘：稲濱建夫会長
�司会：堀之内壯平君
�Song：「我等の生業」、「バラが咲いた」
�ビジターズ：なし
�ゲスト：なし　
�出席報告：①本日の出席率　100％　欠席者=中森・
森川・市川・上島・北森隆文・北森徹の６君。②前々
回回（3/3）の修正　91.66％　メークアップ=安田（名張
中央）、上島（亀山）の２君。
�会長報告：＊新型コロナウイルスの話。三蜜を避け
るため「新しい生活様式」コロナウイルスとの共存を
考える。コロナで仕事のやり方も変わった。画面ばか
り見ているが、会って話をすることが大事だと実感し
た。＊今日はクラブアッセンブリーです。各委員長の
皆さんよろしく。
�幹事報告：＊グローバル奨学生、小澤慧さん、今後
サポートしていきます。応募者について。＊6/30 夜間
例会、コロナの対策をして実施検討。＊中森君・福田君、
６月末で退会。＊ロータリーレート６月１ドル108円。
＊例会変更。
�委員会報告：＊R財団寄付について中村君より　今年
現在16名で2200ドルです。＊ポリオ募金として39,000円

（39×1000円）と、伊賀白鳳高校文化祭で集めた12,997円。
�ニコBOX：稲濱（アッセンブリーよろしくお願いしま
す。）、丸山（早退のお詫び。）の各君。
�卓話：クラブアッセンブリー

第3219回　2020.6.16　晴
�点鐘：稲濱建夫会長
�司会：堀之内壯平君
�Song：「日も風も星も」、「浜千鳥」
�ビジターズ：なし
�ゲスト：なし
�出席報告：①本日の出席率　100％　欠席者=寺南・
安田・中森・森川・松川・上島・北森隆文・北森徹の
８君。②前々回の修正　100％ メークアップ=なし。
�会長報告：＊6/2から例会を始めたが、他のクラブも
順調に進んでいる。久しぶりに顔を合わせほっとして
いる。ストレスを溜めないように過ごしている。今週
から野球も始まり、普段の生活に近づいている。＊次
年度についての方針等々、この後話します。
�幹事報告：＊メンバーへ「My Rotaryへようこそ」
アカウント登録の依頼。＊例会変更。
�ロータリーの友の読みどころ：今岡君より　今年は
交代でロータリーの友を紹介させていただきました。
有難うございました。
�委員会報告：なし
�ニコBOX：小坂（娘が結婚しました。幸せになってほ
しいです。）、川向・今岡（誕生日を自祝して）、別所（早
退のお詫び。）の各君。
�卓話：会長エレクト　榊原成人君

第3220回　2020.6.23　晴
�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」、「海」
�ビジターズ：なし
�ゲスト：中勢・伊賀グループガバナー補佐　松田英明氏
�出席報告：①本日の出席率　100％　欠席者=安田・
中森・南出・森川・上島・北森隆文・北森徹の７君。
②前々回の修正　100％ メークアップ=なし。
�会長報告：＊ガバナー補佐に来ていただきました。
最後になるのでお話よろしくお願いします。＊ロータ
リーの友誌の表紙の猫について。絵から昔を思い出し
てほしい。猫を観てもう一度立ち止まって考えてもら
いたい。
�幹事報告：＊臨時理事会（持ち回り）①職業分類の変
更について。今岡君、堀之内君変更。②堀川君休会１
年間延長。＊マスク１箱、例会場にサラヤさんからい
ただきました。＊令和２年度伊賀市環境市民会議総会

（6/23）について。伊賀市環境センターの場所等について。
＊例会変更。
�委員会報告：＊クラブ管理委員会より　6/30夜間例会
について。＊伊賀酒を楽しむ会　7/21開催予定。＊ギア
倶楽部 ６月例会優勝　山本禎昭君、取り切り戦優勝　廣
澤君。
�ニコBOX：松田ガバナー補佐（津南）（退任のご挨拶に
参りました。１年間有難うございました。）、稲濱・川向・
榊原（松田ガバナー補佐様、ようこそお越しくださいま
した。１年間ご苦労様でした。）、廣澤（ギア倶楽部最終
月例会で３度目のグランドチャンピオンを頂きました。
参加された皆様に感謝して。）、山本禎昭（ギア倶楽部久々
の優勝を自祝して。）の各君。
�卓話：中勢・伊賀グループガバナー補佐　松田英明氏

第3221回　2020.6.30　雨　最終夜間例会
�点鐘：稲濱建夫会長
�司会：堀之内壯平君
�Song：「四つのテスト」、「翼をください」
�ビジターズ：なし
�ゲスト：なし
�出席報告：①本日の出席率　100％　欠席者=山下・
南出・森川・吉田の４君。②前々回の修正　100％ メー
クアップ=なし。
�会長報告：＊後半は不完全燃焼となりました。①楽し
い例会。食事時間の変更。移動例会(伊賀鉄道忍者列車
での)出来なかった。親睦家族会が出来なかった。残念で
す。②交換留学生中止。③会員増強も思っていた様には
できなかった。１年間お世話になり有難うございました。
�幹事報告：＊後半は、コロナで大変でしたが、１年
間お世話になり有難うございました。
�委員会報告：＊クラブ管理委員会より　本日の親睦
懇親会の案内。＊R財団委員長より　ポリオ募金の報告。
＊ギア倶楽部 ６月例会優勝　山本禎昭君、取り切り戦
優勝　廣澤君。
�ニコBOX：福田（伝統ある上野ロータリークラブ退会を
自祝して）、中森（誕生日を自祝して。本日、上野ロータリー
クラブを退会いたします。17年間有難うございました。）、
稲濱（会員の皆様のご協力により、無事１年間会長職を務
めることが出来ました。有難うございました。）、福増（稲
濱会長、川向幹事１年間お疲れ様でした。又、クラブ管
理委員会の皆様、ご協力ありがとうございました。）、山口・
別所（稲濱会長、川向幹事及び理事役員の皆様、１年間
ご苦労様でした。）、小坂（稲濱会長、川向幹事、コロナ
禍の中、１年間お疲れ様でした。）、山本禎昭（１年間有難
うございました。）、北森隆文（誕生日を自祝して。）の各君。
�卓話：懇親会
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