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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

　はじめに、この度の受章伝達式のためお忙しいなか東京よ
りお越しくださいました公益財団法人ロータリー米山記念奨
学会副理事長　水野功様、広報・企画担当　野津美由紀様ご
両名に心より感謝申し上げます。
　紺綬褒章が授与されるのは米山記念奨学会では初めてのこ
とであるとお聞きしました。長年海外からの留学生の支援を
するために、米山記念奨学事業担当を過去４度務めさせてい
ただいた私には、本会からの推薦で褒章を授与されることは、
名誉であり大いなる喜びでもございます。
　私は、数年前より自宅整理をしようと思いながら、趣味で
収集した版画をどうしたものか悩んでいました。故平山郁夫
氏の作品が好きでコツコツ集めてきたのですが、20年余りの

うちにかなりの点数になっていたのです。ひとつひとつの作品に思い入れもあり、またせっか
く集めたコレクションが散逸してしまうのも残念で、思い切った処分ができずにいました。
　ありがたいことに、昨年、懇意にしていた画商の紹介で熱心な収集家の方にご縁をいただき、
大切なコレクション161点をまとめてお譲りすることができました。そこで、入ってきたお金の
一部を何か公益に資する事業に寄付したいと考えました。
　広島県出身の日本画家、故平山郁夫氏は、学徒動員中に被爆した自身の戦争体験をもとに、
世界平和を希求する数々の作品を世に送り出しました。また教育者としても多くの功績を残さ
れました。
　私は、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平和につなげるというロ
ータリー米山記念奨学事業の目的が、平山氏の思いに相通じると感じました。そのようなわけで、
今回寄付をさせていただくに至りました。
　あらたに就任された空森会長が年頭の挨拶をされる重要な第１回目の例会において、このよ
うに立派な受章伝達式を開催いただき、上野ロータリークラブ会員の皆様とともにお祝いいた
だきましたこと、たいへん晴れがましく、嬉しく思っています。これを励みに、今後も米山記
念奨学会の活動に努力してまいりたいと存じます。まことにありがとうございました。

紺綬褒章伝達式
丸山　統正
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２日　12：30　ガバナー公式訪問４クラブ合同例会（3256）
　　　　　　 於 名張産業振興センター（アスピア）
10日　11：00　第２回理事役員会
　　　12：30　例会（3257）　クラブの日
　　　　　　 卓話　森川　徹君
17日　12：30　例会（3258）
　　　　　　 新会員卓話　奥井　実君
24日　12：30　例会（3259）
　　　　　　 新会員卓話　堀川紘一郎君
31日　12：30　公認休会

8 月クラブ行事予定

◎インターアクト年次大会
　８月１日（日）　オンライン開催
　　　　　　　　於　岐阜グランドホテル

◎ギア倶楽部　８月例会
　８月19日（木）　デイリー信楽カントリー倶楽部

◎８月生まれの会員
　21日　山下　雅一君

〔告　　知　　板〕

７月例会の一コマ

▲会長幹事バッチの交換（7/6） ▲丸山統正君紺綬褒章受章（7/6）

▲入会式　奥井君・堀川君（7/6） ▲新会員　奥井実君挨拶（7/6） ▲新会員　堀川紘一郎君挨拶（7/6）

▲クラブアッセンブリー（7/13）
▲卓話（講評）　中勢・伊賀グループ
　ガバナー補佐　山口久彦氏（7/13）

▲ギア倶楽部７月例会優勝　山口君（7/20） ▲山口会計　収支予算・決算報告（7/27）
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　皆さんこんにちは今年度、ガバナー補佐をさせて

いただきます津北ロータリークラブの山口久彦で

す。私は平成２年（1990）５月にロータリーに入会し

て32年になります。クラブの会長は平成27年（2015）

にさせていただきました。そして今年度ガバナー補

佐という事でこの年でこのような重大な役をいただ

くとは思ってもいませんでした、私はガバナー補佐

としてみなさんに十分にお役に立てるかどうかわか

りませんが精一杯勉強しながら努力しますのでよろ

しくお願いします。

　さて、本年度シェカール・メーター RI会長のテー

マは「奉仕しよう　みんなの人生を豊かにするため

に」と言っています。奉仕はするのではなくさせて

もらうという事でそれが自分だけでなくみんなの人

生を豊かにすると言っています。

　浦田幸一ガバナーは「常に超我の奉仕を胸に」を

地区方針としました。超我の奉仕はロータリーの精

神理念であり利他の精神先義後利と日本の精神に通

じるもので心であると言っています。

　私たちはメーター会長浦田ガバナーの方針に沿っ

て奉仕活動を計画し決議23-34によるアイサーブの

精神で実践をされるようお願いしたいと思います。

　活発なクラブ活動は例会への出席や、職業奉仕、

社会奉仕などを積極的に行うことや、会員の増強に

より実現されます。RI会長は “イーチワンブリング

ワン” を望んでいます。

　IMについてはコロナ禍細心の注意を持って９月

19日に津市のセンターパレスホールにて行う予定です。

テーマは “コロナ禍の奉仕と親睦” です。あと２ヶ

月ちょっとです感染抑止を最大限にしてどれだけの

事ができるかギリギリまで状況を見ながら決めてい

きたいと思います。そして親睦がFACE TO FACE

リアルでできればと大半がワクチン接種を済ませ

IMを開催できる事を願っています。皆さんの参加

を心よりお待ちしています。

中勢伊賀グループ　ガバナー補佐
山口　久彦氏

第3252回　2021.7.6　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」
�ゲスト：米山記念奨学会副理事長　水野功様、
広報・企画担当　野津美由紀様
�ビジターズ：なし
�会長・幹事バッチの交換
�入会式：奥井実君・堀川紘一郎君の２君。
�出席報告：①本日の出席率　100％　欠席者=寺南・市
川・本城の３君。②前々回の修正　100％　メークアップ=
なし。
�誕生日祝い：稲浜・福森の２君。
�会長報告：＊これから１年間よろしくお願いします。
＊浦田ガバナー年頭挨拶代読。＊コロナ対応短縮例会
の継続。＊会員増強への協力。上野RC会員数目標40名。
�幹事報告：＊第１回理事役員会の報告（マンスリー告
知板をご覧ください。）＊例会につきましては当面、短
縮例会です。又、近くでメークアップするクラブがな

上野ロータリークラブ　　例　会　記　録
いので欠席されても出席免除とします。＊出席免除者
２名。＊７月13日、クラブアッセンブリー。山口ガバ
ナー補佐訪問。クラブ協議会は中止。＊会費納入につ
いて。上半期11,000円。＊会計監査の委嘱　丸山君。＊
ロータリーレート７月１ドル111円。＊モバイルサイト
オープン閲覧の依頼。＊例会変更。
�委員会報告：なし
�ロータリーの友読みどころ：澤野君
�ニコBOX：水野（米山記念奨学会副理事長）（丸山様、
ご受章誠におめでとうございます。今後ともご支援の
ほどよろしくお願いします。会員の皆さん本日はお世
話になります）、丸山（米山記念奨学会の活動に深い理
解と協力をしたことで、米山特別功労賞の栄誉を賜り、
その上、内閣府賞勲局に紺綬褒章の授与申請をしてい
ただき、条件を満たしたことによりめでたく紺綬褒章
を授かりました。東京から伊賀にご来訪を賜りました
米山記念奨学会副理事長水野功様、広報・企画担当野
津様をはじめ関係各位に心からお礼を申し上げます。
ありがとうございました。）、

ギア倶楽部　７月例会成績
2021年７月15日（木）

於：メナードカントリークラブ青山コース

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

90

111

108

108

113

110

112

133

16

32

28

22

25

21

23

31

11

26

25

74

79

80

86

88

89

89

102

山口　　隆

森川　　徹

丸山　統正

廣澤　浩一

桃井　房夫

澤野　周勇

山本　禎昭

南出　政彦
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空森（丸山様、紺綬褒章受章誠におめでとうございます。
又、米山記念奨学会副理事長　水野功様、広報の野津
美由紀様ようこそお越しくださいました。又、会員の
皆さん１年間、よろしくお願い申し上げます。）、木根（本
年度、幹事を務めさせていただきます。１年間、よろ
しくお願い申し上げます。又、奥井さん堀川さんご入
会おめでとうございます。これから末永くよろしくお
願いします。）、奥井（この度は、上野ロータリークラブ
に入会させていただきましてありがとうございます。
本日よりお世話になります。よろしくお願いします。）、
小坂（本年度、会長エレクトを務めさせていただきます。
１年間、よろしくお願いします。奥井さん堀川さんご
入会おめでとうございます。丸山さん褒章受賞おめで
とうございます。）、稲濱（空森会長・木根幹事、1年間
大変ですが頑張ってください。奥井さん堀川さんご入
会おめでとうございます。今日誕生日を自祝して。）、
廣澤（新年度を迎え、例会の充実の為１年間、クラブ管
理委員長を務めさせていただきます。皆様のご協力を
よろしくお願いします。空森会長の御活躍をお祈りし
て）、堀之内（空森会長・木根幹事、頑張ってください。
水野さん本日ご苦労様です。大学卒業40数年ぶりにお
会い出来てうれしい。）、山本ヒサ子（水野功様、遠路お
疲れ様でございます）、山下（今年、１年間よろしくお
願いします。）、山口（丸山様、褒章受章を祝して。）、山
本禎昭・南出・吉田（奥井さん堀川さんご入会おめでと
うございます。よろしくお願いします。）、森川（奥井さ
ん堀川さんご入会おめでとうございます。くの一共々
これからもよろしくお願いします。）、福森（誕生日を自
祝して）の各君。
�丸山統正君、紺綬褒章伝達式
�卓話：会長年頭挨拶

第3253回　2021.7.13　曇り時々晴れ
�点鐘：空森栄幸会長
�司会：南出政彦君
�Song：「我等の生業」、「思い出の渚」
�ビジターズ：なし
�ゲスト：中勢・伊賀グループガバナー補佐　山口久彦
様（津北RC所属）　
�出席報告：①本日の出席率　100％　欠席者=本城・
木津の２君。②前々回の修正100％　メークアップ=なし。
�会長報告：＊丸山さんの紺綬褒章受章の上野ロータリー
クラブからのお祝い金授与。＊熱海豪雨による災害につい
て、被害を受けられて亡くなられた皆様へのお悔やみと、
８年前の神戸の洪水や大山田・阿山・三田各地区での被
害を例に挙げて、災害への準備対応を即す。
�幹事報告：＊８月２日（月）ガバナー公式訪問（名張
RC担当、４クラブ合同）現在15名出席予定（100名規
模で実施予定）、感染対策について確認中。＊新会員奥
井君・堀川君両名は、クラブ管理委員会親睦担当とする。
�委員会報告：なし
�ニコBOX：山口ガバナー補佐（津北）（津北RCの山口
久彦です。今日はガバナー補佐としてお邪魔します訪
問させていただきました。よろしくお願いします）、空
森・木根・山本禎昭（山口ガバナー補佐様ようこそお越
しくださいました。本日はよろしくお願いします。）、
上島（本年度国際奉仕・青少年奉仕委員長を担当させて
いただきます。どうぞよろしくお願いします。）丸山（上
野クラブの皆様のおかげで紺綬褒章を頂くことが出来
ました。お礼を申し上げます。）、山出（空森会長の船出
を祝して、松川社長、本年度も大変お世話になり有難
うございました。）、寺南（前回、欠席のお詫び。本年も
よろしくお願いします。）市川（前回、欠席のお詫び）、
北森隆文（長い間申し訳ございませんでした。私は元気
です。これからもよろしくお願い致します。）の各君。

�卓話：＊中勢・伊賀グループガバナー補佐　山口久彦氏 
＊クラブアッセンブリー。司会　空森栄幸会長。各委
員長発表。最後に、山口久彦ガバナー補佐より講評い
ただく。

第3254回　2021.7.20　晴
�点鐘：空森栄幸会長
�司会：南出政彦君
�Song：「日も風も星も」、「チャコの海岸物語」
�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=堀川、
本城・安田、北森隆文の４君。②前々回の修正　100％
メークアップ=なし。
�会長報告：＊米山記念奨学会副理事長水野功様の７月
６日例会出席の御礼状を朗読して、“ロータリー心の原点”
書籍（水野様寄贈）を奥井・堀川両新会員に贈呈する。
＊本日、伊賀市内でコロナ感染者５名発生を報告されまし
たので、次回（７月27日以降）の例会の中止については
検討して又、会員の皆様には連絡いたします。
�幹事報告：＊８月２日開催予定のガバナー訪問例会
に出席する方は、車を乗り合いでお願いしたい。コロ
ナ感染者が増大のため開催中止の可能性あり。
�委員会報告：なし
�趣味の会報告：ギア倶楽部７月度優勝者表彰　山口
隆君。７月15日（木）　メナード青山　青山コース。
�ニコBOX：山口（ギア倶楽部優勝を自祝して）、吉田・
福森（来週は欠席になります。申し訳ございません）の
各君。
�ロータリーの友7月号読みどころ：別所泰広君
＊次月担当　市川亮太君
�卓話：2020-2021年度 第2630地区大会 ビデオ第１巻
上映

第3255回　2021.7.27　晴
�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」、「また逢う日まで」
�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=松川、
本城、北森隆文、安田、木津、中坂、福森、吉田、堀之
内の９君。②前々回の修正　100％　メークアップ=なし。
�会長報告：＊コロナ感染症の患者が伊賀市で先週5名
出ました。その後２名だったので本日の例会を開催致
しました。＊オリンピックが始まり、日本は、昨日ま
でで金８個、銀２個、銅３個を取り目覚ましい活用で
す。スケボー、卓球混合などで金をとり、今後のオリ
ンピックが楽しみです。
�幹事報告：＊次回、８月２日（月）例会は、４クラブ
合同ガバナー公式訪問例会ですが、会場がアスピアに
変更になりました。
�委員会報告：＊クラブ管理委員会　ガバナー公式訪
問例会の会場荷物の準備について。
�ニコBOX：奥井（前回の例会にて、東京飛火野ロータ
リークラブの水野功様より「ロータリーの心と原点」
という書籍を頂きました。有難うございました。）、奥
井（７月25日に二人目の孫が無事に生まれました。お
じいちゃん頑張ります。）別所（伊藤選手、水谷選手初
めて中国を破り金メダルが取れました。おめでとうご
ざいます。感動しました。）の各君。
�卓話：収支予算・決算報告　山口会計
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