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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

ロータリアン50数年の回顧
中坂

實宏

私は昭和15年10月12日の誕生です。大阪生まれでした。昭和16年12月８日に日本
の真珠湾攻撃によって日米が太平洋戦争に突入しました。父親が知人よりこの戦争
は敗けて大阪は焼野原になると聞かされて、子供が多かったので早々に父の故郷の
伊賀に疎開しました。私の戦争の記憶は家の庭の小さいシェルターと空を飛んでい
るＢ29の編隊です。帰国した日本兵の軍服姿です。
伊賀に移住した私は、白鳳幼稚園、上野西小学校、崇広中学校にて学びました。
高校は京都岩倉にある同志社高校に運良く合格しましたので、京都下鴨にて兄と一
緒に下宿しました。下宿先が伊賀の福林竹材店の親族の家でした。大変お世話して
いただきました。同志社大学時代は学業より遊行を大いに楽しみました。スキーと
ジャズ喫茶に麻雀です。
学生時代に岸内閣の安保条約改正反対騒動で社会も学校も大混乱しました。岸首相が退陣して池田内閣に
変わりました。世の中は一挙に高度経済成長時代に突入しました。東京オリンピックがあり、大阪万国博覧
会も続き、高速道路ができ、新幹線が走り、飛行場が整備されました。
私の家業・印刷業も猫の手も借りたいほど多忙になりました。私は学生時代から伊賀工場に応援に行って
いました。経営者の一人であった長男が体調を崩したので、父から私の家族に伊賀移住を命ぜられました。
伊賀には良くない思い出もあり、帰郷を嫌っていたのですが、家業のためと覚悟して若き経営者として帰郷
しました。
仕事はモーレツで3Kの職場環境でしたし、月月火水木金金の日課でした。そこに当時の信用金庫の理事長・
吉岡憲一郎氏からロータリークラブ入会を誘われて、堀川保蔵氏の推挙で入会させてもらいました。会員の
世代は私の父やおじいさんの年代でした。孫のような若者が入会したということで、会員皆様に大変可愛がっ
ていただきました。クラブの会合や勉強会に出席しました。また、クラブ活動の任務を色々と命ぜられ、多
忙となりましたが、これも社会勉強と心得て務めました。
私が30歳の時に父が突然の心臓発作で他界しました。私はいきなり経営の前衛に放りだされました。私は
法学部卒業ですので数字には弱い人間です。信金の貸付部長からいきなりお父上には立派な信用がありまし
たが、貴方には今は全く信用がありません、信用を得られるように努力しなさいと通告されました。
早々に会社の決算書・試算表の勉強に計理士・石見一朗先生のもとに駆け込んで、記帳の項目一つずつを
先生に質問しました。勉強の為にまず料亭でという事で、以来石見先生には父親代わりのように昵懇にして
いただき、先生とは何度も行動を共にして、税務署のお供だけでなく、料亭の飲み会から事務所の慰安旅行
にも同行し、勿論多くのクラブ会員も一緒で、楽しい思い出には切りがありません。
伊賀に嫌悪感を持っていた私でしたが、昵懇にさせていただいた浜辺萬吉先生から、伊賀は大賢人の芭蕉
翁の誕生地であり、四方山の街、文化の香り高い街です、また食べ物も、酒はうまいし、米・野菜が豊富で
伊賀肉は特においしい、楽しんで生活できる街ですと訓戒されました。また、郷土史の第一人者であった中
町の古書店主・沖森直三郎さんから伊賀の歴史、古本の魅力を講義していただきました。今は感謝です。
ロータリーの大会では石川県・富山県・岐阜県・三重県の各所での大会に、ほとんど温泉付きの宿泊地で、
楽しく参加しました。同行した先輩諸兄から大変有意義な道中話も沢山聴かせてもらい、社会未熟者にとっ
て多いに役立つことになりました。戦争での経験、商売での成功・失敗の経験の話題でした。戦争は命のや
りとりで失敗は次がない、商売は失敗しても次に挑戦すれば良いという話で役立ちました。
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会員の皆さんは昭和の戦争経験者がほとんどでしたから、背筋もピンとして姿勢が良く、個性も負けず嫌
いの人が多く、趣味も豊富で、根性のある人がほとんどだったと記憶しています。特に私は滝本潤造先生に
特別にご懇意にしていただきました。私より二回り上のタツ年でした。大きな酒造業のご主人でしたが、
学者・
教養人風で経済学にも優れておられ、文筆家であり、絵画、俳句、なんでもの教養人でした。
滝本さんからロータリーの職業奉仕の元祖ともいえるマックス・ウェーバーの「プロテスタンティズムの
倫理と資本主義の精神」の一読をすすめられ、また、訳者・大塚久雄氏の経済学の諸本の一読をすすめられ
ました。今の社会の流行語・SDGsの先駆けのロビンソン・クルーソーの話やベンジャミン・フランクリンの
話を学びました。特に例会後の滝本さん、吉岡正巳さん、森下達也さんとの四名の茶話会はいつも愉快な話
題で大変役立ちました。
私はロータリーを退会する事が誠に淋しいです。大学を卒業した時代は、会社の定年が55歳でした。私の
人生設計も65歳ぐらいの生命維持を目標にしていました。今や世の中は平均寿命が85歳を上回り、人生100年
という夢のような時代になっています。私も予定を大きくオーバーして81歳になりました。私は40歳から多
病息災で色々な病気になりましたが、いずれも良い医師に恵まれ、命を長らえています。感謝、感謝です。
欲を言えば、コロナが緩やかとなり、ロシアのプーチンがくたばって、世の中が平和になれば、もう一度、
パリ美術館巡り、スイス山岳鉄道を楽しみ、ドイツのロマンチック街道を訪ねたい夢があります。
会員諸兄のご健康とご多幸を祈って、お別れの言葉とします。永年のご交流をありがとうございました。

〔告

6 月クラブ行事予定
７日

11：30
12：30
13：20

第９回理事役員会
例会（3280）クラブの日
第５回次年度理事役員会

14日

12：30

例会（3281）
卓話 中勢・伊賀グループガバナー補佐
山口久彦氏

21日

12：30

例会（3282）クラブアッセンブリー

29日

18：30

例会（3283）最終夜間例会
クラブ管理委員会担当

知

板〕

◎上野・甲賀ロータリークラブ 親睦ゴルフコンペ
６月３日（金） 富士スタジアム南コース
◎ギア倶楽部 ６月例会
６月23日（木） 滋賀ゴルフクラブ
◎６月生まれの会員
４日 丸山 統正君 ９日 川向 啓造君
12日 上島栄美子君 20日 神戸 安男君
22日 山本ヒサ子君

５ 月例会の一コマ

▲新会員入会式 大西正人君
（5/10）

▲新会員入会式 宮﨑信人君
（5/10）

▲ギア倶楽部５月例会優勝
（5/24）
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松川君

▲卓話 ウクライナ帰国者
浅井絵利香さん（5/17）

▲新会員卓話 大西正人君
（5/24）

▲ウクライナへ支援金の贈呈
（5/17）

▲新会員卓話 宮﨑信之君
（5/31）

次期会員増強セミナーに参加して
次期会員増強委員長

福増

久史

５月14日岐阜グランドホテルにて、地区の約200
名余が参加しての開催でした。次期会員増強委員
長の鈴鹿RC中村委員長は、地区会員数3000人キー
プが最重点課題であり、
「一人の会員が一人を誘お
う！」のテーマのもとで、会員全員が未来を見据え
て増強に取り組むことが必要であると強調されました。
特別講師として、地区研修リーダー辻正敏氏の奥
様で辻眞由実様より「ご縁」と題して御講演を頂き
ました。辻様は、日系２世としてブラジルサンパウ
ロでお生まれになられ海外技術研修員として来日さ
れ、縁あってご結婚されました。日本で生活して行
くには、文字を読むこと、お金の計算、生活習慣、
言葉の問題など一つ一つ勉強されたようです。辻様

はぐるま会・ギア倶楽部 ５月例会成績
2022年５月20日
（金）
於：三甲ゴルフ倶楽部 榊原温泉コース

は地域の方に育ててもらったと感謝の気持ちを強く
持たれ、その恩返しに外国人と日本人との間でのト
ラブル、外国人犯罪者の相談役など、指導者として

RANK

日々努力されておられます。ご縁を頂いた地域の

NAME

GROSS

H.C

NET

次回H.C

優勝 松川

英一

100

17

83

12

２位 森川

徹

106

22

84

18

増強について４名の方が御登壇され、入会や例会

３位 澤野

周勇

102

17

85

15

の参加条件の緩和、公共イメージの拡大、女性への

４位 山口

隆

95

7

88

５位 小坂

元治

107

17

90

６位 南出

政彦

117

25

92

７位 山本

禎昭

122

26

96

人々にお役に立ちたいとの熱い想いが、お話の中で
強く感じました。

積極的なお誘い，退会防止に向けた親睦の強化など
事例報告を聞かせて頂きました。
最後に、
高橋ガバナーエレクトは、
次年度末に「会
員数3100」
「女性会員5.8％→8％（+70名）
」
「40代未
満の会員増強」などが示されました。
イマジンロータリーのテーマに沿い、行動力と変
化を念頭において、学ばせて頂いたお話を参考に次
年度小坂会長のもとで、純増を目指して参りたいと
思います。
会員の皆さんの御協力をよろしくお願いします。

上野ロータリークラブ
第3276回

2022.5.10

晴れ

例

点鐘：空森栄幸会長
司会：木根英男君
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 73.52％ 欠席者=別所、
山下、南出、福増、堀之内、北森徹、市川、安田、丸山
の９君。②前々回の修正 100％ メークアップ=なし。
入会式：大西正人 S40年９月21日生
北伊勢上野信用金庫 上野営業部 部長
宮崎信之 S55年11月４日生
みずほ証券 伊賀上野支店 支店長
２名の方々が、新会員として入会される。
誕生祝い：山本禎昭君
会長報告：＊２週に渡って卓話をしていただいた中坂さ

会

記

録

んが、上野ロータリーの会長をされた時
（廣澤幹事）に、
私
（空森）
はロータリーに入会した。入会した１週間後の例
会が、40周年創立記念例会で韓国から全州ロータリーク
ラブが親善参加されていた。翌日から奈良・大阪の観光に
随行することになり、色々なトラブルに巻き込まれる。
（大
阪日本 橋 象印炊飯器事件、大阪百貨店 行方不明事
件など）ロータリー入会当時の思い出話。
幹事報告：＊本日、第８回理事・役員会議 協議承認
事項。＊５月の例会は、引き続き短縮例会とする。
（６月
は通常にて開催予定）＊外部卓話 ５月17日
（５月第２例
会）ウクライナよりの帰国者浅井絵利香さんによる卓話を
予定する。＊５月８日
（日）14:00 ～ 16:30 地区インターア
クト教師部会開催。＊親睦家族会事業・予算について承
認される。＊伊賀市市民花火大会後援・協賛金30,000円
承認。＊クールビズ対応（期間：５～ 10月）

3

委員会報告：＊広報委員会 松川委員長より、
MONTHLY ５月号（本日配布）に印刷ミスあり、
訂正する。
２ページ記事 〔告知板〕
誤り
正解
◎2630地区地区大会 → 2630地区インターアクト教師部会
◎会長・幹事・事務局懇談会 → 次期会長・幹事・事務局懇談会
＊クラブ管理委員会 廣澤委員長より、親睦家族会旅
行について。
日時：令和４年７月16日
（土） 点鐘 AM8：00
集合場所：ヒルホテルサンピア伊賀
目的地：京都 OSK日本歌劇団創立100周年記念「南座
公演」
、京都伏見 老舗料亭「清和荘」の昼食会
会費：会員・家族 15,000円/人
（登録の最終締め切りは例会日５月31日とするが、出来
るだけ早く出欠返信して欲しい。
）
ニコBOX：小坂
（大西君・宮﨑君ご入会おめでとうご
ざいます。これからの活躍を期待すると同時に、共に
頑張っていきましょう。
）
、上島
（ミセスなでしこ日本近
畿大会ファイナリストに選出されました。
）
、山本禎昭
（誕生月を自祝。7/24予定の花火大会ご協賛よろしくお
願いします。
）
の各君。
ロータリーの友読みどころ：堀川絋一郎君
＊横文字ウクライナ関連記事（P14 ～ 21）読んで欲しい。
卓話：クラブの日

第3277回

2022.5.17

曇り

点鐘：空森栄幸会長
司会：南出政彦君
Song：
「我等の生業」
、
「この広い野原いっぱい」
「四つ
のテスト」
ビジターズ：なし
ゲスト：ウクライナ帰国者 浅井絵利香さん
出席報告：①本日の出席率 82.35％ 欠席者=増田、
安田、別所、山下、北森徹、丸山の６君。②前々回の
修正100％ メークアップ=なし。
会長報告：＊浅井絵利香さんの紹介を行う。＊国際
ロータリー第2630地区でのウクライナ人道支援金は、
9,388,052円が集まり、ロータリー財団から日本財団を経由
してウクライナに寄付される。ロシアのウクライナへの侵
攻について、空森会長が怒りの思いを語られる。
幹事報告：＊ウクライナへの人道支援金
（国際ロータ
リー第2630地区）
について説明する。＊家族会旅行につ
いて出欠を５月31日までにお願いします。
委員会報告：なし
趣味の会報告：なし
ニコBOX：空森・木根
（浅井絵利香さんようこそお越し
くださいました。本日の卓話よろしくお願いいたします。
）
、
神戸
（ウクライナから帰国された浅井絵利香さんをお招き
して。
）
、松川
（浅井絵利香さん本日の卓話よろしくお願い
いたします。
）
、山本禎昭
（再度、花火のご協賛をお願いし
ます。重複の依頼の方にはご容赦ください。
）
、堀之内・南
出
（前回欠席のお詫び。
）
の各君。
卓話：ウクライナ帰国者 浅井絵利香さん

第3278回

2022.5.24

晴れ

点鐘：空森栄幸会長
司会：南出政彦君
Song：
「日も風も星も」
、
「花のメルヘン」
、
「四つのテスト」
ビジターズ：なし
ゲスト：なし
出席報告：①本日の出席率 76.47％ 欠席者=安田、
山下、稲濵、丸山、山本ヒサ子、宮崎、北森隆文、木根
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の８君。②前々回の修正 100％ メークアップ=なし。
会長報告：＊前回の例会で浅井絵利香さんに特別卓話
をいただきましたが、そのマスコミ報道がされたのは、上
野ケーブルテレビ、読売新聞朝刊
（翌日）
、中日新聞朝刊
（翌々日）
、コミュニティー紙YOUでした。＊甲賀RCとの
親睦ゴルフコンペ ６月３日
（金）富士スタジアム南コース
で開催される。
（年２回程度）その後、
「藤一水」で親睦
懇親会を予定しており、空森会長と木根幹事も出席を予
定している。
幹事報告：なし
委員会報告：＊クラブ管理委員会 廣澤委員長より、
７月16日
（土）家族会 京都日帰り旅行の出欠締め切り
を5月31日迄としておりますが、出来るだけ早く出欠を
ご連絡下さい。OSK南座公演のチケット予約をするた
めにご協力いただきたい。＊次年度インターアクト担
当 榊原君より、インターアクト年次大会 ７月31日
開催予定。例会終了後、インターアクト年次大会実行
委員会の関係者は残っていただきたい。
趣味の会報告：＊ギア倶楽部 山口幹事より、５月度
ギア倶楽部
（はぐるま会春季コンペ）
優勝 松川君。６月度
ギア倶楽部 ６月23日
（木）滋賀ゴルフクラブで開催予定。
その後、
「秀苑」で本年度の総会を予定。＊野球同好会
リンクス 別所監督より、５月28日
（土）３年ぶりに伊勢
中央でガバナー杯が開催される。
ニコBOX：廣澤
（早退のお詫び）
、増田
（前回欠席のお
詫び）
の各君。
卓話：新会員 大西 正人君

第3279回

2022.5.31

曇り

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」
、
「いつでも夢を」
、
「四
つのテスト」
ビジターズ：なし
ゲスト：なし
出席報告：①本日の出席率 91.17％ 欠席者=丸山、
北森徹、
木根の３君。②前々回の修正 100％ メークアッ
プ=なし。
会長報告：＊これから３週にかけて自衛隊の話をしま
す。本日は、航空自衛隊笠取山分屯基地のお話をさせて
いただきます。私が市会議員時代に人に勧められて笠取
山分屯基地の支援団体に入会し、夏にはバーべキュー、
冬には餅つき大会などのイベントがありました。
（雨の日は
大きな体育館で実施された。
）基地内地下には、レーダー
サイトがあり北陸から東海・近畿南部を飛んでいる飛行機
の機影を確認することが出来ます。笠取山分屯基地には、
以前にはミサイルも配置されていたようであるが、現在は、
配備されていません。この分屯基地は、中部管区では大
変重要な基地です。
幹事報告：＊本日は木根幹事が、欠席の為、報告事項
については来週の例会にて行います。
委員会報告：なし
趣味の会報告：＊野球同好会リンクス 別所監督より、
５月28日
（土）伊勢中央でガバナー杯が開催されました。
上野・上野東合同チームとして14名で出場。
（参加チーム
６チーム） 第１試合 鈴鹿ロータリークラブ １対14で
大敗。第２試合 松阪山桜ロータリークラブ ７対４で７
年ぶりに勝利。
ニコBOX：稲濱
（先日のガバナー杯野球大会に参加さ
れた選手の皆さんご苦労様でした。森川君の活躍で新
チーム初勝利となりました。楽しい１日を過ごせまし
た。先週欠席のお詫び）
、安田
（前回までの欠席をお詫
びして）
、山本ヒサ子・北森隆文・宮﨑
（前回欠席のお
詫び）
、小坂・山口
（早退のお詫び）
の各君。
卓話：新会員 宮崎信之君

