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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

　2018-2019年度地区研修・協議会が、４月14日（土）に岐阜県長良川国際会議場を主会場に木

村静之ガバナーエレクトのもと、開催されました。長良川の美しい桜も早々に散り小雨降る中、

地区内の約1000人を超えるロータリアンが参加されました。

　13時の点鐘の後、ホストクラブ横山文夫会長の歓迎の言葉に続き、次年度ガバナー木村会長

の次期RIテーマと地区活動方針がありました。「理念をかかげ　意欲を喚起し　共に行動」を

テーマに掲げ、例会の出席をあらためて大切にし、会員同士が切磋琢磨・学ぶ場であること。

役職の方だけでなく会員全員が参加できるよう意欲を喚起して頂きたいということ。奉仕の心

と共に行動することがインスピレーションとなるという事など、力強い講演がなされました。

　次に各部門別の分科会が隣接している都ホテルを含め行われ、私は新会員分科会に参加させ

て頂きました。地区研修委員会　剱田廣善委員長の挨拶の後、「ロータリーとは？」「ロータリー

の理念、職業奉仕入門」「奉仕プロジェクトについて」の３つの講話がなされました。ロータリー

用語の基本的な意味や社会における「ロータリークラブのイメージ」から始まり、５大奉仕と

その理念・四つのテストの説明

など、新会員に必要な知識を勉

強させて頂きました。

　今期昨年10月に入会させて頂

き、暗中模索の約半年が過ぎま

した。緊張と恐縮の中でも愛す

べき先輩に恵まれ、なんとか

やっていく事ができました。良

きロータリアンをめざし邁進し

ていきたいと思いますので、ど

うぞ宜しくお願いいたします。

2018-19年度地区研修・協議会の報告
新会員　南出　政彦
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5 月クラブ行事予定 〔告　　知　　板〕

４月例会の一コマ

１日 公認休会

８日　11：30　第11回定例理事役員会
　　　12：30　例会（3133）　クラブの日
　　　17：30　第５回次年度理事役員会
　　　18：30　新旧引継ぎ会及び懇親会
　　　12：30　「ヒルホテルサンピア伊賀」

15日　12：30　例会（3134）
　　　12：30　卓話　西田整形外科医院 院長　西田　誠氏

22日　12：30　例会（3135）
　　　12：30　卓話　伊賀文化産業協会 専務理事　福田和幸氏

29日　12：30　例会（3136）
　　　12：30　卓話　伊賀市役所生活支援課主幹　二階堂　樹氏

◎インターアクト懇談会
　４月24日㈫　18：30〜　「ヒルホテルサンピア伊賀」
◎新旧引継ぎ会及び懇親会
　５月８日㈫　18：30〜　「ヒルホテルサンピア伊賀」
◎中勢・伊賀グループ次期会長・幹事・事務局懇談会
　５月12日㈯　18：00〜　「対泉閣」
◎地区次期青少年育成研修セミナー
　５月13日㈰　10：00〜12：00　「四日市商工会議所１Ｆホール」
◎地区インターアクト教師部会
　５月13日㈰　14：00〜16：00　「四日市商工会議所１Ｆホール」
◎地区次期会員増強研修セミナー
　５月26日㈯　11：00〜15：30　「岐阜グランドホテル」
◎５月生まれの会員
　５日　今岡　睦之君　16日　粟辻　寛明君
　20日　山本　禎昭君

▲ロータリーの友読みどころ　中坂君（4/3）

▲卓話　㈱アドバスコープ特別顧問　中子統雄氏 （4/17）

▲ギア倶楽部３月例会優勝　宮田君（4/3）

▲ボッチャ大会（4/30）
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米山記念奨学生受入れについて
幹事　福増　久史

　2018年度の米山記念奨学生とカウンセラー
の研修会に、４月22日参加致しました。
　今回、ロータリー米山記念奨学事業を第
2630地区内のすべてのクラブに理解して頂き
たいとの観点から、過去５年間奨学生の受入
れがされていないクラブを対象に要請があり
ました。当クラブに於いては現在まで受入れ
がされていなかったようです。
　財団が設立されてより50年間で約２万人を
超え、2018年度は全国で約820人が奨学事業
の対象となりました。ロータリー米山記念事
業は、未来に向かって平和の架け橋をかける
“平和への人づくり”を目的に設立された国際
奉仕事業です。
　2630地区では各大学から37名応募があり、
米山記念奨学部門委員会において選考の結
果、新規に13名、継続者３名、合計16名の方々
の奨学生を支援する事になりました。国別で
は、中国（８人）・韓国（１人）・ベトナム（３人）・
ネパール（３人）・バングラデシュ（１名）、学
校別は岐阜大学・四日市大学・鈴鹿大学・三
重大学など８大学で学ぶ学部生や修士・博士
課程の学生です。
　世話クラブとして支援させて頂く奨学生
は、三重大学地域イノベーション学科地域イ
ノベーション学専攻・博士課程、万　華（ワ
ン　カ）君35歳です。奥様と２歳９カ月のお
子様と津市で住まいされています。万　華君
は、中国洛陽市の大学で日本語を学ばれ、三
重大学に入学され５年目になります。三重大
学では、中国の不動産バブルについての研究
をされています。その傍ら、日中友好活動に
も積極的に参加され、両国間の架け橋となる
ように努力されています。そして、博士課程
終了後は、日本で得た知識や経験を中国で生
かし、日中両国の発展に頑張りたいと抱負を

語っています。
　当クラブとして、万　華君が勉学への真摯
な姿勢を持ち将来期待される有望な留学生と
なり、平和を願い日本や中国の発展に努力を
惜しまない人となって頂けるよう、協力して
行きたいと思います。
　会員の皆さんの心からの御指導、御支援を
お願いします。
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第3130回　30.4.3　晴
�点鐘：別所泰広会長
�司会：粟辻寛明君
�Song：「君が代」、「奉仕の理想」
�ビジターズ：栗本（上野東）の１君。
�ゲスト：なし
�出席報告：①本日の出席率　95.00％　欠席者=磯山・
南出の２君。②前々回の修正　97.5％　メークアップ=
小坂（地区幹事会）の１君。
�誕生日祝い：澤野・木津・中森・井本の４君。
�会長報告：＊ボッチャについて（発達障害者の競技と
して始まる。）4/30のボッチャ大会にはメンバー５人＋
１人（知的障害者）でチームを組みます。
�幹事報告：＊理事役員会の報告。＊さくらの会協賛
金10,000円。＊次週4/10（火）公認休会。＊4/14地区協議
会です。於岐阜都ホテル。＊4/24例会⇒4/30　11：30
点鐘に変更です。於「ゆめドームうえの」中勢・伊賀ボッ
チャ大会開催。理事は10：30に集合してください。＊ロー
タリーレート４月１ドル104円。＊例会変更。
�委員会報告：＊Ｒ財団150ドル寄付お願いします。ロー
タリーレート４月１ドル104円です。＊ギア倶楽部３月
例会優勝表彰　宮田君。＊5/19ガバナー杯野球大会案
内（上野東クラブと合同で出場）。＊日本酒を楽しむ会
4/17　於・そらや。
�ニコBOX：栗本（上野東）（お世話になります）、別所

（4/30ボッチャ大会ご協力有難うございます）、澤野・
木津・中森・井本（誕生月を自祝して）、宮田（３月ギア
倶楽部、優勝させていただきました。有難うございます）
の各君。
�ロータリーの友読みどころ：中坂君
�卓話：クラブの日

第3131回　30.4.17　曇
�点鐘：別所泰広会長
�司会：粟辻寛明君
�Song：「日も風も星も」、「春の小川」
�ビジターズ：戸上（上野東）の１君。
�ゲスト：㈱アドバンスコープ特別顧問　中子統雄氏。
�出席報告：①本日の出席率　90％　欠席者=廣澤・小坂・
北森徹・北森隆文の４君。②前々回の修正　97.29％
メークアップ=なし。
�会長報告：＊天皇には苗字がない。１つの家系で繋
がっているため。
�幹事報告：＊4/14地区協議会参加のお礼。＊4/24の
例会は、4/30の「ボッチャ大会」に振替となります。
＊4/30の例会に欠席の方は、4/24　12：00〜12：30まで
事務局かサンピアで受付します。＊4/30のボッチャ大
会、実行委員会の方は10：30集合。例会は11：30点鐘
です。13：00〜16：00まで競技。17：00〜懇親会。登
録料は6,000円です。＊5/1公認休会です。＊例会変更。
�委員会報告：なし。

上野ロータリークラブ　　例　会　記　録
�ニコBOX：戸上（上野東）（本日はお世話になります）、
別所・福増・木津（中子統雄様、本日は卓話よろしくお
願いします）、廣澤（昨日、三重県知事から、県民功労
表彰を受けました。これも皆様方のおかげと感謝いた
します。本日は所用にて欠席させていただきます）、山
本（先日のギア倶楽部遠征楽しく過ごさせていただき有
難うございましたる井本さん運転有難うございました。
伊藤さん優勝おめでとう）、磯山（度々欠席のお詫び）、
山口・宮田（早退のお詫び）の各君。
�卓話：㈱アドバンスコープ特別顧問　中子統雄氏
　　　　「日本人と宗教」

＊語録メモ　＊仏教・宗教について　＊天皇に
ついて

第3132回　30.4.30　晴
11：30点鐘　ゆめドームうえの第２競技場
�点鐘：別所泰広会長
�司会：粟辻寛明君
�ゲスト：中勢・伊賀グループガバナー補佐　宮上史
郎様
�会長報告：＊ボッチャについて（発達障害者の競技と
して始まる）。当クラブでは過去、２年間に渡り社会奉
仕事業として発達障害についての公開講座を開催いた
しました。その継続事業としてボッチャ大会を本日の
13：00〜開催します。ボッチャ大会ご協力よろしくお
願いします。
�幹事報告：＊本日のボッチャ大会のスケジュールに
ついて。＊17：00〜の懇親会について。

ギア倶楽部　４月例会成績
2018年４月12日（木）　於：賢島カントリークラブ
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伊藤　康彦

稲濱　建夫

本城　　髙

廣澤　浩一

山口　　隆

山本　禎昭

丸山　統正

安田　年道

余野部　猛

山下　雅一

井本　治見

福田　豊治

桃井　房夫
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