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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

　７月31日岐阜県大垣市の大垣フォーラムホテルで朝９時20分から開催されました。コロナ禍
の関係で学生280名教師・ロータリアン80名と参加人数は少なめでしたが（通常時は1.5 ～ 2倍）
盛会となりました。開会セレモニーの後に地域で活動している専門分野の方を講師として７つ
に分かれて体験学習が行われました。①組紐②薔薇をガラス瓶に入れたインテリアフラワー（元
は植物標本バーバリウム）③養老ひょうたんを使ったアートライト④大垣枡とかんなくずで作
るフラワー加湿器⑤関ヶ原武将をイメージした匂い袋⑥揖斐茶の実から作る保湿クリーム⑦バ
ス釣り用ルアー（疑似餌）以上を自分達で作り、終了後は各自の作品を自慢しあっていました。
昼食は地元食材を使ってホスト高の大垣商業高校と地元企業がコラボ企画した弁当が出されま
した。
　午後のオープニングとして大垣商業高校OBも参加した「もんでこ太鼓」が大迫力で演奏され
ました。次に地区IA委員会より活動報告があり新たに岐阜県羽島北高校IAクラブが設立された
と報告がありました。次に6つのIAクラブとローターアクトクラブの活動報告があり、講評の後、
次期開催高校として上野高校・伊賀白鳳高校の名前が発表され、インターアクト旗が手渡され
両校を代表して上野高校の黒木望逢（くろぎのあ）さんが、落ち着いて整然と御礼と意欲に満
ちた挨拶をされ、続いて小坂元治会長が黒木さんに負けじと挨拶されました。大会は予定より
１時間ほど早く終了し帰路につきました。
　早朝６時30分に出発し学生10名（上野高校８名伊賀白鳳高校２名）教師４名（上野高校２名
伊賀白鳳高校２名）ロータリアン７名の合計21名で参加しましたが往復の車中にて学校との交
流を上島栄美子委員長がバスガイド役となり勤めて頂き自己紹介や学生発案のクイズにより車
中は大いに盛り上がり、両校学
生の交流も進んだように見えま
した。
　大会に参加しながら次年度に
向けて本年度の準備・開催状況
を学ばせて頂きましたが、課題
山積です。しかし学生たちの笑
顔を見るため充実した大会開催
を目指しますのでご教授・ご協
力よろしくお願いいたします。

第45回IA年次大会
上野RC　IA小委員長　榊原　成人
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８月例会の一コマ

▲卓話　伊賀市長　岡本　栄氏（8/23）

▲川向君　マイロータリーアカウント登録講習（8/19）

６日　 　臨時休会
13日　11：30　第３回理事役員会
　　　12：30　例会（3291）　クラブの日
　　　　　　 インターアクト年次大会の報告
20日　12：30　例会（3292）
　　　　　　 会員卓話　山本ヒサ子君
27日　12：30　例会（3293）
　　　　　　 卓話　伊賀上野観光協会事務局長
　　　　　　 中浦順一郎氏

9 月クラブ行事予定

◎ギア倶楽部　９月例会
　９月22日（木）
　富士スタジアムゴルフ倶楽部　南コース

◎９月生まれの会員
　10日　木根　英男君　12日　廣澤　浩一君
　21日　大西　正人君	

〔告　　知　　板〕

ガバナー公式訪問４クラブ合同例会（8/4）
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　今年度ガバナーを務めさせて頂く岐阜RCの高橋

です。どうぞよろしくお願いします。

　本年度RIのテーマは「イマジン　ロータリー」で

あります。RIの戦略計画など詳しくはマイロータ

リー等を参照頂きたいのですが、RIの活動は今後、

人道的支援活動を中心とした「奉仕の実践」に力点

を置いた内容に変わってきています。

　しかし、ロータリーはただの奉仕団体ではなく、

人間が本来生まれながらに持っている「人のために

役立ちたいと思う・利他の心」を養い、親睦・奉仕

の実践を通じて自己を磨き、高い職業倫理基準と道

徳心を持った「真のロータリアン」を育てることで

す。その学びの場所が「例会」です。そして、ロー

タリアンは、ロータリアン以外の人たちと「奉仕の

理念」を分かち合い、ロータリーの外へ職業倫理・

道徳・奉仕の理念を広めていかなければなりません。

現在のように「成長ありき」の戦略計画を立て、人

道的支援活動に重点を置いたRIの方針は、益々ロー

タリーの本来の魅力をなくし、「ロータリアンとし

ての誇り」が失われていくように感じています。

　その様な想いも込めて、地区スローガンを「描こ

う明るい未来を（ロータリアンの成長が日本のロー

タリーの未来を創る）」とさせて頂きました。時流

に流されず私たち日本ロータリーの原点である、「高

い倫理基準・道徳心を持った人づくり」に立ち戻り、

「魅力あるロータリアン」を育て、魅力あるクラブ

づくりに繋げていきましょう。これが私たちの「イ

マジン　ロータリー」です。

　１年間宜しくお願い致します。

ガバナー公式訪問　卓話（8/4）

ギア倶楽部　８月例会成績
2022年８月18日（木）

於：メナード青山カントリー倶楽部

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
10位
11位
12位
13位

100
104
97
104
101
100
102
105
117
117
122
134
130

21
24
16
22
18
15
17
19
27
24
22
31
17

15
19
14

79
80
81
82
83
85
85
86
90
93
100
103
113

井本　治見
山本　禎昭
稲濵　建夫
奥井　　実
森川　　徹
山口　　隆
松川　英一
別所　泰広
原田　正明
堀川紘一郎
廣澤　浩一
福田　豊治
澤野　周勇
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第3288回　2022.8.4　晴
４クラブ合同ガバナー公式訪問例会
�点鐘：伊藤泰載会長（上野東）
�司会：西口和成副幹事（上野東）
�Song：「君が代」、「奉仕の理想」
�ビジターズ：なし
�ゲスト：第2630地区ガバナー　高橋伸治氏
�出席報告：①本日の出席率　81.81％　欠席者=６君。
②前々回の修正　100％　メークアップ=なし。
�伊藤泰載会長報告（上野東）：＊高橋ガバナー紹介
�幹事報告：なし
�ニコBOX：なし
�卓話：第2630地区ガバナー　高橋伸治氏

第3289回　2022.8.9　曇り
�点鐘：小坂元治会長
�司会：福森直樹君
�Song：「それでこそロータリー」「戦争を知らない子
供たち」「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　90.9％　欠席者=木根・
北森隆文・堀之内の３君。②前々回の修正100％　メー
クアップ=なし。
�会長報告：＊インターアクト年次大会の感想につい
て。上野高校生８名、伊賀白鳳高校生２名、先生方各
校２名ずつの４名、計14名のご参加があった。懸念し
ていた両校生の親睦については往復のバスの中での上
島委員長の企画もあり和気藹々として雰囲気を作るこ
とが出来た。そんな雰囲気の中、２年ぶりのリアル開
催を生徒・先生の方々も体験でき次回ホストとしての
意識が芽生えたことが大きな収穫だった。大会が近づ
いてきた際には実行委員だけでなく上野RC一丸となり
取り組む必要があるので、皆様ご協力お願いします。
�幹事報告：第２回理事役員会での承認項目について等
◦８月通常例会（但し、会員に陽性者が出た場合は別
途協議）
◦本城君退会記念品11,000円相当・初盆のお供え10,000
円（川向君ご尊父ご母堂逝去に伴う）
◦クラブ研修セミナー登録料6,000円
◦日本赤十字社三重支部協力金7,000円
◦芭蕉祭協賛金30,000円
◦伊賀市国際交流会会費10,000円
◦薪能協賛金10,000円
◦インターシティミーティング研修・懇親会　出席要
請者は各委員長　登録料10,000円
◦地区大会（10/22・23）の参加よろしくお願いします。
�委員会報告：なし
�趣味の会報告：なし
�ニコBOX：小坂（コロナ、熱中症に気を付けて暑い夏
を乗り切りましょう。）、上島（インターアクト年次大会
参加の皆様、お疲れさまでした。有難うございました。
来年度に向けてチーム一丸となって頑張りたいと思い
ます。）、福増（インターアクト年次大会欠席のお詫び）、

上野ロータリークラブ　　例　会　記　録
稲濱（先日、大変嬉しいことがありました。松川社長有
難うございました）、山下（お誕生日を自祝して）、山本
ヒサ子（早退のお詫びとして）、堀川（合同例会、欠席の
お詫び）、奥井（７月26日・８月４日、欠席のお詫び）、
クラブ管理委員会（親睦家族会下見費用の残金として）、
の各君。
�クラブの日：川向君
　「マイロータリーのアカウント登録について」

第3290回　2022.8.23　曇り
�点鐘：小坂元治会長
�司会：福森直樹君
�Song：「日も風も星も」「海」「四つのテスト」
�ビジターズ：なし
�ゲスト：伊賀市長　岡本栄氏
�出席報告：①本日の出席率　90.9％　欠席者=木根・
稲濱・山本ヒサ子の３君。②前々回の修正　100％　メー
クアップ=なし。
�会長報告：＊伊賀地区の地上波放送とケーブルテレ
ビの変遷について。平成15年のデジタル放送開始によ
り上野ケーブルテレビでもデジタル放送が始まったが、
行政区分が異なるためデジタル放送の大阪関西圏の方
の放送許可が取れなかった。伊賀は文化的にも関西の
色合いが濃く、その際に関西テレビで企画等の部長を
されていた岡本市長にはご尽力頂いた。その後様々な
方の尽力により他局についても放送許可を頂くことに
なり、平成20年７月から全国関西・中部圏両方のデジ
タル放送を全国でも稀ではあるが視聴できるようにな
った。チャンネル数も多く市民にとってはありがたい
環境となった。
�幹事報告：なし
�委員会報告：なし
�趣味の会報告：＊ギア倶楽部より、８月例会　表彰
は無し。伊賀・甲賀懇親ゴルフ大会に奮ってご参加く
ださい。
�ニコBOX：小坂・山本禎昭・廣澤・南出・別所（岡本
栄市長様、本日はありがとうございます。卓話、よろ
しくお願いします。）、上島（ミセスなでしこ日本近畿大
会で三重県グランプリ受賞しました。12月の日本大会
頑張ります。）、川向（初盆のお供え有難うございまし
た。）、市川（前回、早退のお詫び。）、堀之内・北森隆文（前
回、欠席のお詫び。）の各君。
�卓話：伊賀市長　岡本栄氏
　一見三重県知事、荒井奈良県知事との対談について。
両知事とも国交省でのご経験を基に県政に尽力されて
おり、伊賀市政について世界に通用するコンテンツで
ある忍者をキーとした観光に、特に三重県とはタッグ
を組んで、まずは2025年大阪万博は１つのチャンスな
ので、全力で取り組んでいきたい。
　また、PFI方式で取り組むことになった旧上野市庁舎・
成瀬武家屋敷跡を活用した、「にぎわい忍者街道」を国
からの補助も頂きながら、これからの発展の起爆剤と
して進めていきたい。
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