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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

　11月13日土曜日、第１回女性会議が都ホテル岐阜長良川において開かれました。
　国際ロータリー第2630地区2012-22年度としては、コロナウィルス感染症対策によって様々な
事業中止を余儀なくされていた長い期間が明け、初めての対面会議ということもあり緊張の中
にも喜びの気配が感じられる会議となりました。各クラブから女性２名ということで当クラブ
からは上島、山本が参加いたしましたが、女性会員のいないクラブでは男性２名で参加の姿も
見受けられました。
　テーマは国際ロータリーが推奨するDEI、Diversity（多様性）　Equity（公平さ）　Inclusion（包
括する）ところから「公平で開かれたロータリーへ」と掲げられました。
　多様性推進小委員会委員長　川原直美氏の点鍾に続き、浦田ガバナーのたってのご要望で、
この会が開かれ、多数の参加を頂いたことへの感謝のご挨拶、特にガバナー浦田幸一氏のご挨
拶は、伊勢中央ロータリークラブは女性会員がいらっしゃらないこと、よってこの会議にかけ
る思いが伝わってまいりました。
　そのあとは2630地区のパストガバナー　田中稔子様、　2790地区直前ガバナー　千葉県勝浦ロー
タリークラブ所属の漆原節子様、　2640地区直前ガバナー　岸和田東クラブ所属の藤井秀香様と
３名の女性パストガバナーの講演を拝聴致しました。
　それぞれのお話の中からご活躍の足跡を知ることで、私が参加させていただいてからの短い
年月の中で実行できたことのあまりの少なさに、気が遠くなる想いをいたしました。
　最後は自由討議となり、参加者からロータリークラブに入ってよかったことなどの感想が発
表されました。発表者の皆さんからは、勿論前向きな感想が多く出ましたが、事前アンケート
の結果発表では、貴重な意見が出されました。
　女性会員入会については反対意見を出していた会員も、思ったよりも「よくないことはなか
った」「女性がいると考え方が多様になる」「場が和む」「男性会員が紳士的になる」「柔軟性が
生まれる」などとなり、秀逸は「女性が入ったら退会する」とおっしゃっていた方が退会しな
かったというお話でした。
　今後も、年齢、人権、性別の違いを認めるとともに、異なる考えや価値観を持つ人の貢献を
大切にし、全ての人が公平な扱いと均等な機会、支援が必要な人にはそれが叶うようにし、そ
れぞれが認められ活かされ歓迎されるクラブに向か
うためには、それぞれがDEIの思いを胸に進んでい
くことが、ロータリークラブの仲間を増やすために
は必要不可欠であると考えます。
　ただ最後率直に感じたことは、このお話は女性会
議というくくりではなく、むしろ女性会員の入会を
望まない方に聞いていただきたいお話であるという
ことでした。

国際ロータリークラブ第2630地区 2021-2022年度第１回女性会議のご報告
山本　ヒサ子
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11月例会の一コマ

▲別所君　ロータリーの友の読みどころ（11/2）

▲新会員卓話　増田雄君（11/9）

▲空森会長　地区職業奉仕委員会研修セミナーの報告（11/30）

▲榊原君　ロータリー財団補助金セミナーの報告（11/2）

▲山本ヒサ子君　地区第１回女性会議の報告（11/16）

７日　11：30　第５回定例理事役員会
　　　12：30　例会（3266）　年次総会
　　　13：20　第１回次年度理事予定者会議
14日　18：30　夜間例会（3267）
　　　　　　 上野・上野東合同例会　　　　　
　　　　　　 担当　上野ロータリークラブ
　　　　　　 於　ヒルホテルサンピア伊賀
21日　12：30　例会（3268）
　　　　　　 卓話　中勢・伊賀グループ
　　　　　　 　　　ガバナー補佐　山口久彦氏
28日　　　　 公認休会

12月クラブ行事予定

◎ギア倶楽部12月例会
　上野・上野東合同ゴルフコンペ   

12月14日（火）　ルート25ゴルフクラブ

◎12月生まれの会員
　６日　榊原　成人君　13日　空森　栄幸君
　14日　堀之内壯平君　17日　中村　晶宣君
　25日　川崎喜代美さん

〔告　　知　　板〕
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　11月20日（土）、都ホテル岐阜長良川にて国際ロー
タリー第2630地区職業奉仕委員会研修セミナーが開
催されました。参加総数は約150名。新型コロナウィ
ルスの影響で、このような研修等多くの人が集まる
行事はすべてオンライン開催、または延期や中止と
いった措置が施されておりましたので、久しぶりに
多くのロータリアンが集まる場となりました。当ク
ラブからは、空森会長と川向職業奉仕委員長の代理
で私が参加致しました。　
　定刻通り11時より、原尾勝地区職業奉仕委員会委
員長による点鐘をもって開始。「奉仕の理想」を斉唱、
挨拶、趣旨説明とあった後、浦田幸一ガバナーによ
る「人に優しい資本主義を目指すためロータリー理
念は重要」というテーマでの講演。同会場にて簡単
な昼食休憩を済ませた後、特別講演として国際ロー
タリー 2760地区2018年-19年度のガバナー村井總一

郎氏（豊橋RC）より、「職業奉仕は日本のロータリー
の心」というテーマでお話しがありました。あくま
でも個人的な考えであるということを前提とされて
いましたが、職業奉仕とは何かという奥深いテーマ
に対して身近な職種毎、いくつかの事例を交えたお
話は印象深く理解しやすい内容でした。「思いやり
は手を差し伸べて完結する」という言葉が深く記憶
に残っています。60分間の講演の後、参加者全員に
よるディスカッションが行われました。白熱した議
論が繰り広げられ予定時刻を30分延長して終了とな
りました。

2021年-22年度職業奉仕委員会研修セミナーの報告
木根　英男

第3262回　2021.11.2　曇り
�点鐘：空森栄幸会長
�司会：南出政彦君
�Song：「君が代」、「奉仕の理想」、「四つのテスト」
�ビジター：なし
�ゲスト：なし
�出席報告：①本日の出席率　88.59％　欠席者=福増、
本城、堀之内、福森の４君。②前々回の修正　100％　
メークアップ=なし。
�会長報告：＊伊賀市文化会館オペラ “ヘンゼルとグレ
ーテル” 公演に上野RCよりお祝の花束を贈呈した味岡真
紀子さんよりの御礼状を朗読。＊温暖化により北海道で
赤潮が発生し、馬糞うにが死滅し大きな被害が出ている。
北海道の海産物を美味しく食べられる方法を伝授。サン
ピアで昼に美味しい食事が出ることを期待する。
�幹事報告：＊11月の例会についてコロナの感染状況を
鑑み短縮例会を継続。＊上野・上野東合同例会（上野担

上野ロータリークラブ　　例　会　記　録
当）令和３年12月14日（火）PM6：30 ～実施予定。　　　
＊RCクラブカード（ダイナーズカード）理事会で作成承認。
＊2023年～ 2024年８月インタ―アクト年次大会（山本禎昭
会長時）開催について。上野ロータリーククラブがホスト
クラブ予定。本年度から準備実行委員会創設で担当を決
定へ。＊11月13日（土）PM1：00点鐘　第１回女性会議開
催（都ホテル岐阜長良川）山本ヒサ子・上島恵美子参加
予定。＊11月20日（土）職業奉仕委員会研修セミナー（都
ホテル岐阜長良川）空森会長・木根代理出席予定。＊11
月16日（火）PM1：20 ～（例会終了後）例会会場で。指名
委員会開催予定。＊今月のレート　1ドル=114円。
�誕生日祝い：南出政彦・山出美材・本城髙・福増久史・
小坂元治の５君。
�ロータリーの友読みどころ：別所君
　国際ロータリー財団の基金の詳細やポリオ基金の中身
の説明他

ギア倶楽部　11月例会成績
2021年11月18日（木）　於：大甲賀カントリー倶楽部油日コース

RANK NAME GROSS H.C NET 次回H.C

優勝

２位

３位

４位

５位

６位

７位

８位

９位

10位

11位

102

106

117

105

120

117

111

126

121

117

129

19

22

30

17

31

25

17

31

25

21

26

13

18

27

83

84

87

88

89

92

94

95

96

96

103

別所　泰弘

廣澤　浩一

原田　正明

井本　治見

堀川紘一郎

桃井　房夫

澤野　周勇

南出　政彦

丸山　統正

奥井　　実

福田　豊治
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�ニコBOX：山出（誕生日を自祝して。後期高齢に入ります。
よろしく）、小坂（無事に開局30年を迎えることができまし
た。皆様に感謝いたします。誕生日を自祝して）、南出（誕
生日を自祝して）、北森隆文（11月誕生月の方おめでとうご
ざいます）の各君。
�卓話：クラブの日
　ロータリー財団支援活動担当　榊原君
　今の円安（１ドル=114円）のために一人の財団への寄付
金150ドル（17,100円）になっている。11月 MONTHLY

（Vol.44 №.4）記事 “ロータリー財団（補助金セミナー）オ
ンライン研修” の補足説明を行う。

第3263回　2021.11.9　雨のち曇り
�点鐘：空森栄幸会長
�司会：木根英男君
�Song：「我等の生業」、「遠くへ行きたい」、「四つのテスト」
�ビジター：なし
�ゲスト：なし　
�出席報告：①本日の出席率　82.85％　欠席者=別所、
南出、本城、寺南、中村、北森隆文の６君。②前々回の
修正100％　メークアップ=なし。
�会長報告：＊11月６日にカニの捕獲が解禁されて、越前
ガニ１杯が80万円で落札された。今までの最高落札額は、
一杯46万円であった。今年に最高落札額のカニは、金沢
で取れたかのうガニ１杯500万円で初日にあがったカニ
30,000杯の内の一杯で重さ1.5kg以上、長さ14.5cm以上の
カニが選考条件になる。我が家では、通販で1.5㎏10,000
円のカニを毎年年末に購入して食している。高額のカニも
たまには食してみたい。
�幹事報告：＊11月13日（土）伊賀線祭り開催の案内。
上野市駅集合　雨天決行。
�委員会報告：＊川向職業・社会奉仕委員長より、12月
４日（土）AM9：00　クリーンウォーク開催　阿山文化会
館集合　出欠回覧します。
�ニコBOX：福増（誕生日を自祝して。先週欠席のお詫
び）、堀之内（先週欠席のお詫び）の各君。
�卓話：新会員卓話　増田 雄 君「芭蕉さん」
　松尾芭蕉の生涯について解説　

第3264回　2021.11.16　晴れのち曇り
�点鐘：空森栄幸会長
�司会：南出政彦君
�Song：「日も風も星も」、「夢の中へ」、「四つのテスト」
�ビジター：なし
�ゲスト：なし
�出席報告：①本日の出席率　77.14％　欠席者=安田、
吉田、増田、本城、北森隆文、堀之内、市川、山下の８君。
②前々回の修正　100％　メークアップ=なし。
�会長報告：＊藤井聡汰三冠が11月13日（土）に豊島将之
竜王を破り、４連勝で竜王のタイトルを奪取した。王位、
叡王、棋士、竜王の４冠を19歳３ヶ月で制覇した。将棋

のタイトルは８冠あり、残りのタイトルを手に入れることを
大いに期待したいと思う。ちなみに今回優勝賞金は、
4,600万円であった。自分は、藤井君と同じ年には学生で
ひたすら遊び呆けていた。
�幹事報告：＊例会変更がたくさん届いているので確認し
て下さい。＊2630地区大会は、2022年３月５日（土）会場
三重県営サンアリーナで開催予定。＊本日、例会終了後
指名委員会を開催。
�委員会報告：＊クラブ管理委員会　廣澤会長より、11
月30日（火）クラブ管理委員会開催予定の案内。12月合
同例会、１月創立記念例会、２月親睦家族旅行の詳細打
ち合わせ等について。＊ロータリー財団支援　榊原担当よ
り、国際ロータリー財団への寄付について説明あり。12月
に正式に寄付を御願いする予定である。
�ニコBOX：寺南・南出（先週欠席のお詫び）、北森徹（早
退のお詫び）の各君。
�卓話：第１回女性会議報告　山本ヒサ子君
　山本ヒサ子・上島栄美子両名が第１回女性会議に出席
する。各ロータリーより女性２名が出席し（女性会員がい
ない場合は男性会員が出席）計101名の参加者があった。
ロータリークラブの女性会員の比率は、世界全体24.58％、
日本は7.12％、2630地区5.73％である。会議では、3名の
女性会員がスピーチを行う。これから、ロータリークラブ
も男性社会組織から女性も入会したいと思う組織改革に
取り組むべきである。

第3265回　2021.11.30　晴れ
�点鐘：空森栄幸会長
�司会：南出政彦君
�Song：「それでこそロータリー」、「愛しき日々」、「四
つのテスト」
�ビジター：なし
�ゲスト：なし
�出席報告：①本日の出席率　94.11％　欠席者=本城、
北森隆文の２君。②前々回の修正　100％　メークアップ
=なし。
�会長報告：＊新型コロナウイルスオミクロン株の急激な
世界での感染拡大により日本もすべての外国人の入国制限
を今日から実施する。もうすぐ、コロナが落ちつくと思っ
たが、これから大変な状況が続きそうである。
�幹事報告：＊12月４日クリーンウォークの出欠の記載を
して欲しい。＊令和４年３月５日（土）地区大会の出欠回
覧します。登録お願いします。＊例会変更。
�委員会報告：＊クラブ管理委員会　廣澤委員長より、
本日例会終了後委員会開催予定（10分程度）。12月14日

（火）PM6：30より合同例会予定通り開催します。出欠
表を回覧するので記載ください。
�ニコBOX：増田・堀之内・吉田（前回、欠席のお詫び）
の各君。
�卓話：空森栄幸会長「職業奉仕研修セミナーの報告」
　11月20日（土）AM10：30 ～ PM2：00 都ホテル岐阜長良
川で開催。参加者　空森会長、木根幹事　２名。
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