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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

　春爛漫の４月８日、雲ひとつない快晴のもと、上野ロータリー親睦家族会の一行は京都知恩
院・水族館を目指して観光バスで出発いたしました。
　まず、歴史と文化遺産に彩られた京都・東山三十六峰のひとつ、華頂山のふもとに広がる浄
土宗総本山知恩院を訪れました。法然上人が初めて念仏の教えを説いたとされ、国宝級や重要
文化財の多くの伽藍が建ち並んだ荘厳な佇まいでありました。
　雄姿のいざないを感じながら国宝の三門をくぐり、女坂より男坂と呼ばれる急な石段を、息
を切らせながら上がったほうが願い事がかなえられそうな気がしたので、挑戦をいたしました
が、本当にきつかったです。昼食として豪華な精進料理をいただき、院内を案内され書院であ
る大方丈と小方丈、そして、見事な庭園を見せていただき、特に大方丈は、将軍家の公務に使
われた鶴の間を中心に、狩野派の絵師による金箔の豪華な襖絵は見事なものでありました。
　続いて、知恩院に伝わる七不思議と言われる鴬張りの廊下、忘れ傘、抜け雀等を見学し、平
成の大修理をしている国宝の御影堂（法然上人のご尊像をおまつりするお堂）の見学で、平成
31年の完成を目指すとのことでありました。最後に、国宝の三門の見学で木造の門としては、
世界一のスケールで滅多に見られない楼上にも上がらせていただき、天井や壁など全体に天女
や飛龍が極彩色で描かれた、素晴らしいものでありました。時間の経つのを忘れユニークな話
のもと楽しく見学をさせてもらいました。
　それから一行は、水族館見学組と市内散策組に分れ、夕食までの間それぞれが有意義な時間
を経て、薫りたつ京の趣きの「祇園花郷」にて、鹿野会長の挨拶に続き、中村エレクトの乾杯
にて、旬の食材と料理人の技が織りなす季節の膳の夕食をいただき、市川君の一本締めにて無
事に１日が終わり、帰途に就きました。
　ご参加いただきました会員、奥様方に感謝申し上げます。

春の親睦家族会「京都知恩院・水族館を訪ねて」
RCクラブ管理委員長　山下　雅一
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６日 法定休会
13日　11：30　第11回定例理事役員会
　　　12：30　例会（2950）　クラブの日
　　　12：30　会員卓話　市川隆成君
　　　18：00　第５回次年度理事役員会「ふじ旅館」
　　　18：30　新旧引継ぎ会及び懇親会「ふじ旅館」
20日　12：30　例会（2951）
　　　12：30　会員卓話　木津龍平君
27日　12：30　例会（2952）　卓話「真説 伊賀忍者」
　　　12：30　忍術研究家　池田　裕氏

5 月クラブ行事予定

4 月例会の一コマ

▲ギア倶楽部３月例会優勝　井本治見君（4/1）

▲卓話　芭蕉翁370年記念事業実行部長　池澤基善氏（4/15）

▲会員増強委員長　山本禎昭君（4/22） ▲テーブルディスカッション（4/22）

〔告　　知　　板〕
◎インターアクト顧問教師との懇談会
　５月９日㈮　18：00〜
　「ヒルホテルサンピア伊賀」

◎新旧引継ぎ会及び懇親会
　５月13日㈫　18：30〜　「ふじ旅館」

◎地区インターアクト教師部会
　５月18日㈰　14：00〜16：00　
　「四日市商工会議所１Ｆホール」

◎地区第21回ガバナー杯野球大会
　５月18日㈰　於　伊勢

◎５月生まれの会員
　５日　今岡　睦之君　20日　山本　禎昭君

▲卓話　上野税務署長　岩田和之氏（4/1）
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　第2630地区2014年地区研修・協議会が４
月13日多治見市文化会館で開催されました。
当クラブからは９名が参加してまいりました。
　12：00点鐘、セレモニーの後、加賀修ガ
バナーの地区現状報告では２月末現在の地
区会員数が82名増と順調に増加していると
のことでした。
　全体会議では石垣智康ガバナーエレクト
より次期ＲＩテーマ「LIGHT UP ROTARY
〜ロータリーに輝きを〜｣の説明と地区活動
方針「耳を傾け、ロータリーに活力を」の
報告がありました。「耳を傾け」には、「耳
を傾けたことをプラス思考で考えて・・・
をする」ことが含意されているということ
でした。会員増強・クラブ独自の奉仕活動
などを通じて、ロータリーの活力を強化し
ていきたいという石垣ガバナーエレクトの
強い意欲が感じられました。
　点鐘後、３会場に分かれて分科会が開催
されました。分科会は①戦略計画部門②職
業奉仕部門③公共イメージとソーシャルメ
ディア部門④会員基盤増強維持部門⑤奉仕
プロジェクト部門（新世代、青少年、IAC、
RAC）⑥情報部門⑦奉仕プロジェクト部門

（社会奉仕、環境保全、国際奉仕）⑧ロータ

2014年地区研修・協議会に参加して
土居　義人　
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リー財団部門⑨米山記念奨学部門の９部門
に分かれ（当クラブからは①〜④に参加）、
活発な意見交換が行われました。

ギア倶楽部　４月遠征成績表
2014年４月17日（木）

於：桑名カントリー倶楽部
＊２日目は４月のHDCP

2014年４月16日（水）
於：三好カントリークラブ
＊１日目は今年度初めのHDCP
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第2946回　26.4.1　晴れ
�点鐘：鹿野俊介会長
�司会：小坂元治君
�Song：「君が代」、「奉仕の理想」
�ビジターズ：長谷川・松本（上野東）の２君。
�ゲスト：上野税務署長　岩田和之氏
�出席報告：①本日の出席率　91.89％　欠席者＝西山、
土居、岡本の３君。②前々回の修正　94.44％　メーク
アップ=宮田（野球教室）、市川・木津（上野東）の３君。
�誕生日祝い：澤野、木津、中森、井本、町野の５君。
�会長報告：＊26年度が始まりました。あっという間
に年度末を迎え、やり残した事がいっぱいあるが、新
年度に入ってしまった。消費税８パーセント導入につ
き意義ある使い方をしてほしい。26年度良い年になり
ますようにお祈りいたします。
�幹事報告：＊４月のテーブルの花、雪柳、花言葉は
自由、愛嬌ともいう意味。＊第10回理事会報告。＊本日、
上野東との会長幹事会を予定しています。＊今岡さ
ん出席免除。＊西山さん退会承認。
�委員会報告：＊山下クラブ管理委員長　４月８日の
家族会40名参加予定（みやま観光）。早朝例会は9：00
点鐘。＊ギア倶楽部　３月例会　井本君優勝。
�ニコBOX：松本・長谷川（上野東）（お邪魔します）、
鹿野・山口・堀川・榊原（岩田署長様ようこそ。本日卓
話よろしくお願いします）、澤野・福田・木津・中森・
町野（誕生日を自祝して）、井本（誕生日を自祝して３月
ギア倶楽部例会優勝を自祝して)、別所（先般の西蓮寺住
職の密葬儀には多数、ご会葬を賜りお礼申し上げます）
の各君。
�卓話：上野税務署長　岩田和之氏
　　　　「税のよもやま話」

第2947回　26.4.8　晴れ　9：00点鐘
早朝例会（春の親睦家族会）　
�点鐘：鹿野俊介会長
�司会：小坂元治君
�会長報告：＊本日は良い天候に恵まれました。春の
親睦家族会です。全員が無事帰ってこれますように気
をつけて行って下さい。

第2948回　26.4.15　晴
�点鐘：鹿野俊介会長
�司会：稲浜建夫君
�Song：「日も風も星も」、「花」
�ビジターズ：長谷川（上野東）の１君。
�ゲスト：芭蕉翁生誕370年記念事業実行部長　池澤
基善氏。
�出席報告：①本日の出席率　89.79％　欠席者=上田、

上野ロータリークラブ　　例　会　記　録

山口、小坂、西山の４君。②前々回の修正　97.3％　メ
ークアップ=岡本（野球教室）、土居（上野東）の２君。
�会長報告：＊先週は家族会楽しかったです。今日の
ソングは「花」、まさしく春です。これからも鷺の巣作
りが見られます。伊賀の自然資源の１つです。他にも
伊賀にはたくさんの自然資源があります。忍者も芭蕉
翁も重要です。
�幹事報告：＊4/1　上野東RCとの会長幹事会。確認
事項としてメークアップは義務ではない。IMへのお願い。

（上野東の次年度ガバナー補佐の田山君より）。＊家族
会41名参加。＊4/13　地区協議会。
�委員会報告：山下クラブ管理委員長より　家族会、
多数の参加有難うございました。
�ロータリーの友読みどころ：市川君。
�ニコBOX：長谷川（上野東）（お邪魔します）、山下（先
週、家族会に多数ご参加有難うございました）、鹿野・
稲浜・別所（池澤様本日は卓話よろしくお願い致します）、
吉岡（池澤様、ようこそお越し下さいました。早退のお
詫び）、山出（監査の為、早退のお詫び）の各君。
�卓話：芭蕉翁生誕370年記念事業実行部長　池澤基善氏
　　　　「芭蕉翁生誕370年記念事業について」

第2949回　26.4.22　晴
�点鐘：鹿野俊介会長
�司会：小坂元治君
�Song：「それでこそロータリー」、「星の流れに」
�ビジターズ：なし
�ゲスト：なし
�出席報告：①本日の出席率　77.78％　欠席者=別所、
丸山、山下、堀川、西山、木津、土居、福増の８君。
②前々回の修正　97.36％　メークアップ=なし。
�会長報告：＊今、サンピアではパナソニック様が研
修に来られています。今時の新入社員研修はスケジュ
ールがびっしりで大変そうでした。温泉で鋭気を養っ
てもらってます。体育会系の方が多かった。挨拶がし
っかりしています。やはり新入社員は体力勝負か？＊
伊賀上野ライオンズクラブの50周年式典に参加しまし
た。若い人も多かったが、改めてロータリークラブ入
会を嬉しく感じました。
�幹事報告：＊4/29・5/6　法定休会となります。＊
5/9　インターアクト校との懇談会。＊5/13　新旧引き
継ぎ会があります。案内はFAXさせて頂きます。
�委員会報告：なし
�ニコBOX：脇坂（名張中央）（お世話になります）、山
本（本日、会員増強委員会が担当いたしますのでご協力
をよろしくお願いします）、山口・町野（早退のお詫び）
の各君。
�卓話：会員増強委員長　山本禎昭君


