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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

ロータリーの奉仕について（4/13例会卓話）
別所　泰広

ロータリーの基本理念

１） 超我の奉仕

２） 最も良く奉仕する者、最も多く報われる

３） 他者への思いやり

４） 人にしてもらいたいと思うことは何でも、あなたがたも人にしなさい

　20世紀初頭、世界経済の発展は目覚ましいものがあり、アメリカ合衆国もその恩恵を受けて

飛躍的に経済成長を遂げましたが、その陰で商業道徳の欠如は目に余るものがありました。そ

れを見兼ねた青年弁護士ポール・ハリスと友人3人により、ロータリークラブが1905年２月23日、

アメリカ合衆国のシカゴに誕生しました。

　当時のクラブは、お互い信頼のできる公正な取引、親友関係を構築する目的で設立されまし

たが、やがて、職業のスキル向上をも目指し、更には職業を社会貢献の地位まで引き上げました。

　現在のロータリークラブは、職業のみならず社会全体の道徳（倫理）向上を目指し、奉仕活

動により、世界中の紛争解決、伝染病撲滅、貧困救済等の改善を目指しています。

　仏教の開祖釈迦牟尼世尊は、今から2,700年も前に「（己を忘れて他を利する）」の精神を、常

に忘れることなく皆で共有して、実行する事がお互いの幸せに通じると述べられています。

　更には、天台真盛宗の開祖真盛上人は「（自分のスキルを高めてこそ他の人が必要としている

善行〈奉仕〉を成しえる」を強調されています。

　ロータリーの基本理念はまさにそれを目指していると思います。

　但しそれを実践するに当たっては、「（今までの経験を持って実行できること）」を行い、更に

は皆の智慧を出し合ってより以上の奉仕活動を目指す工夫も大切かと思います。
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5 月クラブ行事予定 〔告　　知　　板〕

４月例会の一コマ

（新型コロナウイルス感染予防の為、短縮例会12：30～13：10）
４日　　　　 法定休会
11日　11：30　第９回定例理事役員会
　　　12：30　例会（3245）　クラブの日
　　　13：20　新旧引継ぎ会
　　　13：50　第４回次年度理事役員会

18日　８：30　例会（3246）
　　　12：30　春の親睦家族会（早朝例会）

25日　12：30　例会（3247）
　　　12：30　卓話　稲濱建夫君 

◎ガバナー杯野球大会
　５月15日㈯
◎地区次期会員増強研修セミナー「オンライン開催」
　５月15日㈯　13：00～15：30
◎2630地区地区大会
　５月29日㈯　11：00～17：30
　「高山市民文化会館」
◎５月生まれの会員
　４日　寺南　典久君　５日　今岡　睦之君
　20日　山本　禎昭君

▲会員卓話　別所泰広君（4/13）

▲クラブの日（4/6）

▲ギア倶楽部４月例会優勝　安田君（4/20）

▲米山記念奨学会より３千万円達成クラブ表彰（4/6）

▲会員卓話　福森直樹君（4/20） ▲会員卓話　森川徹 君（4/27）
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　４月18日、日曜日、国際ロータリー第2630地区研

修・協議会が開催されました。本来であれば伊勢で

開会されることになっていましたが、新型コロナウ

イルス感染拡大防止のためオンラインでのZOOM

開催となり、各クラブがそれぞれリモート参加、総

勢1400名を超える登録となったようです。上野RC

は例会会場であるヒルホテルサンピア伊賀に空森会

長エレクトはじめ出席登録者９名が集合し、空森会

長エレクト持参のiPadよりスクリーンに映し出され

た画面を見る形式で参加致しました。　

　定刻通り13時より、浦田幸一ガバナーエレクトに

よる点鐘をもって開始。「国歌」、「奉仕の理想」を

斉唱後、ホストクラブである伊勢中央RCの濱千代

会長の歓迎の言葉を頂戴しました。

　第１セッションで、浦田ガバナーエレクトにより

「次期RIテーマと地区活動方針」についてお話があ

りました。次期RIテーマは「奉仕しよう みんなの

人生を豊かにするために」です。オンライン開催の

おかげで、次期RI会長であるインドのシェカール・

メーターさんの演説動画を見ることも出来ました。

会長エレクト研修セミナーでは、翻訳機能が正しく

作動していなかったとのことでしたが、今回はきち

んと翻訳されており、スクリーン越しの映像でも違

和感ありません。シェカール・メーター次期会長が

演説の中で、今後の例会はリアルとオンラインの融

合「ハイブリッドミーティング」となるとあり、新

型コロナウィルスによる社会の急激な変化をきっか

けにあらゆる面で変革が進んでいくことを感じまし

た。

　分科会については、参加対象者に後日DVDにて

配布・視聴とすることになっており、次期開催地は

岐阜RCという発表がありました。予定よりも少し

早く、およそ100分程度で閉会点鐘となりましたが、

ご参加いただきました皆様、お疲れ様でした。

2021年地区研修・協議会の報告
副幹事　木根　英男

ギア倶楽部　４月例会成績
2021年４月15日（木）

於：大甲賀カントリークラブ油日コース

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

98

107

96

95

104

115

116

111

120

23

27

15

11

19

19

20

12

18

16

22

14

75

80

81

84

85

96

96

99

102

安田　年道

山本　禎昭

澤野　周勇

山口　　隆

別所　泰広

今岡　睦之

廣澤　浩一

松川　英一

井本　治見

3



第3241回　2021.4.6　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=福森・
北森隆文・本城の３君。②前々回の修正　100％　メー
クアップ=なし。
�会長報告：＊桜がもう散り始めていますが、私の家
ではちょうど見頃です。本日は私のことを話します。出身
は愛知県常滑市。漁村で、特に海苔が有名。万葉集では

「とこなめ」とつづられている粘土が多く、とこ（地）がな
め（すべる）から昔、湖だったことから粘土が取れた。土
管の一大産地。焼き物。旧帝国ホテルのタイルなども常滑
のもの。その後、転勤で小学生の頃に上野へ来ました。

（伊奈製陶、梱包の関係で）。
�幹事報告：＊第８回理事役員会の報告。＊5/18 春の親
睦家族会。＊5/14 名張RC主催中勢・伊賀グループボッ
チャ大会開催。４名登録。＊上野東40周年お祝い金　10
万円。＊3/16 12：30 ～。＊創立記念例会中止。＊５月
の第１例会まで短縮例会。＊中間決算について。＊5/15
ガバナー杯野球大会開催予定。＊米山記念奨学会より
３千万円達成クラブとして表彰。＊上野・上野東会長幹事
会、懇親会中止。＊インターアクト懇談会調整中。＊ロー
タリーレート４月１ドル106円。＊例会変更。
�委員会報告：クラブ管理委員長より　5/18 春の親睦
家族会。登録出欠回覧します。
�誕生日祝い：澤野・木津の２君。
�ロータリーの友読みどころ：澤野君
�ニコBOX：北森徹（皆様、色々有難うございました）、
木津（81歳でまだまだ健康は有難く喜んでおります。誕
生日を自祝して）、澤野（誕生日を自祝して）、南出（早
退のお詫び）の各君。
�卓話：クラブの日
　　　　卓話　榊原会長

第3242回　2021.4.13　曇り
�点鐘：榊原成人会長
�司会：木根英男君
�Song：「我等の生業」、「手のひらを太陽に」
�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=寺南・
南出・川向・北森徹・北森隆文の５君。②前々回の修
正100％　メークアップ=なし。
�会長報告：＊桜はまだ頑張って咲いています。ワラビに
似た山菜「こごみ」も採れるので、春を感じています。今
日は前回の続きにしようと思いましたが、本日、4/13は色々
記念日があるので、それを伝えたい。タイガーウッズが最
年少でマスターズ優勝、決闘の日（宮本武蔵、佐々木小次
郎）、全国のえみこさんの日（上沼恵美子さんの誕生日）、
クレヨンしんちゃんや古畑任三郎ＴＶ放映が始まる。2009
年、メキシコで、新型インフルエンザ（ブタウィルス）が
流行。１万4000人以上亡くなり、今日は新型インフルエン
ザ対策の日。
�幹事報告：例会変更。
�委員会報告：野球同好会より　ガバナー杯開催予定

上野ロータリークラブ　　例　会　記　録
です。
�ニコBOX：中坂（早退のお詫び）、福森（前回欠席のお
詫び）の各君。
�卓話：会員卓話　別所泰広君

第3243回　2021.4.20　晴
�点鐘：榊原成人会長
�司会：木根英男君
�Song：「日も風も星も」、「いつでも夢を」
�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・北
森隆文・北森徹の３君。②前々回の修正　100％　メー
クアップ=なし。
�会長報告：＊自宅の桜はほとんど散り、その後に藤が
咲き始めました。例年はゴールデンウィーク頃なので、桜
の時期と重なるのは珍しいです。花言葉は「優しさ」「恋
に酔う」「決して離れない」。藤は日本原産で野田藤、山
藤があり、有名なのは牛島の藤や、春日野の藤があります。

「鬼滅の刃」で鬼退治に藤の毒が使われますが、マメ科の
食物なので、大量に生食すればレクチンが作用して吐き
気等をおこします。人類の飛躍については、火の利用と土
器の利用、煮沸による毒素の分解が大きい。又、４月20
日は腰（４）病（２）ゼロ（０）の日です。
�幹事報告：例会変更。
�委員会報告：ギア倶楽部　４月例会優勝　安田君。
�ニコBOX：安田（先日のギア倶楽部での優勝を自祝し
て）、寺南（先週欠席のお詫び）の各君。
�卓話：会員卓話　福森直樹君

第3244回　2021.4.27　晴
�点鐘：榊原成人会長
�司会：木根英男君
�Song：「それでこそロータリー」、「切手のないおくりもの」
�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・
北森隆文・安田・上島・南出の５君。②前々回の修正
100％　メークアップ=なし。
�会長報告：＊コロナ感染拡大が進んでいますが、何
とかゴールデンウィークを乗り切り5/18の家族会が実
施できるよう願っています。＊旅行の前振り案内をし
たいと思います。今回、熊野地方へ行きますが、もと
もとは国境の境として紀伊半島南半分を熊野国と呼ん
でいました．中世までは伊勢と同等に熊野詣が盛んで、
伊勢と熊野を繋ぐ道として熊野古道が作られました。
今回訪れる更家さんは紀伊半島南部を中心に林業や農
業を生業にした一族で、サラヤの創業者、更家彰太さ
んが創業しました。
�幹事報告：例会変更。
�委員会報告：なし
�ニコBOX：寺南（福森さん、先週の卓話有難うござい
ました。森川さん本日の卓話楽しみに聞かせて頂きま
す。）、福森（先週の卓話有難うございました。）丸山（本日、
遅刻のお詫び）の各君。
�卓話：会員卓話　森川徹君
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