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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

米山奨学金寄付に至った経緯について
丸山　統正

　この度、公益財団法人ロータリー米山記念奨学会より第54回米山功労者メジャードナー表彰

を頂きました。

　私は1985年８月27日に上野ロータリークラブに入会以来、ロータリー会員として毎年、ロー

タリー米山記念奨学会に継続的に寄付をしています。2019 ～ 20年度は国際奉仕・青少年委員会

の副委員長並びに米山記念奨学活動担当として、米山記念奨学事業の推進をしていました。

　今般、自宅の整理の為、長年にわたり収集してきた故 平山郁夫氏の版画161点を売却。その

代金の一部を有用な事業に寄付したいと考えていましたところ、所属ロータリークラブで、ちょ

うど米山記念奨学事業を担当していた事、又、学徒動員中に被爆し、世界平和を希求した多く

の作品を描いた平山氏の思いと、海外からの留学生を支援し、日本の良いところを伝えて世界

の平和に捧げるというロータリー米山記念奨学事業の目的に相通ずるものを感じて、今回の寄

付に至りました。
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10月例会の一コマ

▲ギア倶楽部９月例会優勝　小坂君（10/6）

▲会員卓話　神戸安男君（10/20）

▲会員卓話　山出美材君（10/13）

▲ギア倶楽部７月例会優勝　山口君（10/6）

上野・上野東合同夜間例会（10/29）

11月クラブ行事予定 〔告　　知　　板〕
３日　　　　 法定休会

10日　11：30　第４回定例理事役員会
　　　12：30　例会（3231）　クラブの日 

17日　12：30　例会（3232）
　　　　　　 会員卓話　中村晶宣君

26日　12：30　例会（3233）
　　　　　　 会員卓話　吉田修一君

◎中勢・伊賀グループはぐるま会　中止
◎ギア倶楽部11月例会
　11月19日（木）　富士スタジアムゴルフ倶楽部
◎11月生まれの会員
　５日　南出　政彦君　10日　山出　美材君
　11日　本城　　髙君　28日　福増　久史君
　30日　小坂　元治君
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　つい最近のことクレジットカード会社から電話が

あった。

　インターネットで2000円余りのチケットを購入

し、カード決済しましたか？との確認であり答え

は勿論no、カード情報がどこからか漏れたらしい。

すぐにカードをストップして、新しいカードを作っ

てくれることになった。緊急事態宣言が出されて以

来は外出を控え、ネットで買い物をしてカードで支

払うことが多くなっていただけに、かなりのショッ

クである。新しいカードはあまり日をおかずに手元

に届いたが、定期的に引き落とされていたものにつ

いては、一件毎の変更手続きに時間を費やすことに

なった。ただ、この少額不正利用の時点で発見され

なかったら、どうなっていたのかと考えると、大難

が小難ですんだと思うことにした。

　しかしながら世間を見てみると、毎日更新発表さ

れるコロナウイルス感染症の感染者数などの情報、

病気で苦しむ人に対してまるで悪いことをしたかの

ような扱い、その上SNSを通じての誹謗中傷により

深く傷つく人も多い。責めるべきは新型ウイルスな

のに矛先が人に向かっていることに心痛む。そして

思う、立場を変えて、そう相手の身になって考える

ことのできる人のなんと少ないことかと。

　そんな中、今期初めての小学四年生対象の “十歳

のきみへ　いのちの授業” に名張市内の学校へお招

きいただきました。命の大切さを伝えるこの授業、

今だからこそ子供たちに受けさせたいという校長先

生と、担任先生のありがたい思いを受けて行わせて

いただきました。

　自分の命は勿論大切に、周りのみんなの命も大切

に、その命は使える時間、時間を人のために使える

大人になってほしい、そして最後は恕すということ、

喧嘩したとき、叱られたとき、お互いが相手の気持

ちになれば仲直りできるよねと。ゆるすことは我慢

して耐えることでは無いということも忘れず伝えま

す。105歳で亡くなった日野原重明医師の子供たち

への五つのメッツセージの伝道師役を担って、今回

も子供たちの真剣な眼差しに励まされました。そし

て今、改めて大人たちにも伝えたい恕すということ

の必要性。自分たちが住みよい社会にするためには、

何が必要なのかを改めて考えて見ませんかと。

コロナ禍に思うこと
広報委員長　山本　ヒサ子

ギア倶楽部　10月例会成績

ギア倶楽部　９月例会成績

2020年10月22日（木）　於：阿山カンツリー倶楽部

2020年９月17日（木）　於：島ケ原CC東コース
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丸山　統正

松川　英一

桃井　房夫

山口　　隆

廣澤　浩一

井本　治見

小坂　元治

澤野　周勇

別所　泰広

福田　豊治

小坂　元治

別所　泰広

澤野　周勇

井本　治見

廣澤　浩一

稲濱　建夫

山口　　隆

松川　英一

福田　豊治

丸山　統正
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第3227回　2020.10.6　晴　
�点鐘：榊原成人会長
�司会：木根英男君
�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=北森隆
文・市川・別所・森川徹の４君。②前々回の修正　100％
メークアップ=なし。
�誕生日祝い：＊９月 木根・廣澤の２君。＊10月 中坂・
森川・吉田・北森徹の４君。
�会長報告：＊お久しぶりです。８月に例会を中止し
てから気が付けば、もう秋です。キンモクセイもチラ
ホラ。＊コロナについては伊賀地域の方ではあまり広
がってはいない。そろそろこわがってばかりいないで、
共存していく事が大切。
�幹事報告：＊第３回理事役員会の報告。＊10/13 指
名委員会開催。＊例会13日、20日は通常例会。29日は
上野・上野東合同例会18：00 ～。＊スポンサークラブ
の東京RCが創立100周年を迎えます。コロナで式典は、
会員だけで開催されるので祝電を送ります。＊福岡豪
雨災害義援金2,094,008円が集まり、2630地区より第2700
地区へ送付。＊伊賀市長選挙について。＊ロータリー
レート10月１ドル105円。＊例会変更。
�委員会報告：なし。
�ロータリーの友の読みどころ：澤野君
�ニコBOX：榊原（会員の皆様、いよいよ例会再会となり
ました。どうぞよろしくお願いします。）、山本（皆様にはご
心配、ご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。母、
妻供、元気に復活しております。今後ともどうぞよろしくお
願いします。）、廣澤・吉田・北森徹・木根（誕生日を自祝
して）、南出（本日、早退のお詫び）の各君。
�卓話：榊原会長
　　　　「東京ロータリークラブ100周年について。」

第3228回　2020.10.13　雨
�点鐘：榊原成人会長
�司会：木根英男君
�Song：「我等の生業」、「里の秋」
�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・
中村・稲濱・廣澤・森川・安田・北森徹・北森隆文の
８君。②前々回の修正　100％　メークアップ=なし。
�会長報告：＊肌寒くなりました。先日話したマコモ
ダケの現物をもってきました。食物繊維豊富でデトッ
クス効果があるそうです。菰野町が日本一の生産量。
＊出口さんの話。今の状況は強くて賢い人ではなく、
運とそれに適応する人が生き残るとのこと。＊クラブ
アッセンブリーについて。
�幹事報告：＊増強缶バッチの配布について。＊ネク
タイ着用は11月からです。＊例会変更。
�委員会報告：＊米山奨学小委員長より　10月は米山
月間です。
�ニコBOX：山出（今日、「マラソン＆フレイル」と題して
お話をさせていただきます。よろしくお願いします。）、福
森（前例会時にネクタイ・ブレザー忘れて誠に申し訳ござい
ませんでした）、山口（ギア倶楽部、優勝トロフィー寄贈の

上野ロータリークラブ　　例　会　記　録
御礼）、小坂（ギア倶楽部、９月例会、優勝を自祝して）の
各君。
�卓話：会員卓話　山出美材君　「マラソン＆フレイル」

第3229回　2020.10.20　晴
�点鐘：榊原成人会長
�司会：木根英男君
�Song：「日も風も星も」、「さよならをするために」
�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=稲濱・
安田・森川・市川・南出・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：＊今日は何の日？10（とう）20（はつ）の日。
10（一回り）20（二回り）からリサイクルの日（1990年制定）。
環境負担を減らすための３Ｒ（リデュース、リュース、
リサイクル）。日本では伝統的に紙をリサイクルしてきた。
他国と比較して高い回収率と再利用率を誇る。
�幹事報告：＊11月からは通常例会にします。＊例会変更。
�委員会報告：＊山本クラブ管理委員長より　次週
10/29は合同例会です。サンピアのドームコートで開催。
送迎バス17時に上野市駅を出発。伊賀越様経由です。
�ニコBOX：本城（山出さん、先週は興味ある件でのスピー
チ有難うございました。又、今日は神戸さんよろしくお願
いします。）、寺南（先週、予期せぬ急用で欠席となりました。
食事の準備もキャンセルできずに申し訳ございません。）、
中坂（誕生日、満80歳に感謝して。）の各君。
�卓話：神戸安男君

第3230回　2020.10.29　晴
上野・上野東合同夜間例会　18：00点鐘
�点鐘：榊原成人会長
�司会：木根英男君
�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=北森隆
文・山下・福森・南出・北森徹・安田・吉田・川向の
８君。②前々回の修正　100％　メークアップ=なし。
�会長報告：＊今日は今期初めての上野東RCさんと合同
例会を迎えることが出来てうれしいです。準備等大変お世
話になりました。親睦を深めるための合同例会ですが、
現在の状況を考え、恐れず、油断せず，侮らずと矛盾した
ような言葉になりますが例会を楽しみましょう。今日は、
鶏肉の日とかいつものように語呂合わせの記念日ばかりか
と思ったら、インターネット誕生の記念日だそうです。
�幹事報告：＊次回は法定休会です。
�委員会報告：なし。
�ニコBOX：鈴木・小林（上野東）（上野RCの皆さん本
日は楽しんでいってください。）、榊原（本日の合同例会、
久々の大人数の例会ですので、新しいスタイルとして
蜜にならずに楽しみましょう。）、山本・木津（上野東
RCの皆さん設営有難うございました。本日はお世話に
なります。よろしくお願いします。）、稲濱（２回連続欠
席のお詫び）、市川（前回欠席のお詫び）、木根（本日、
早退のお詫び）の各君。
�卓話：上野・上野東合同夜間例会
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