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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

　上野ロータリークラブでは、２年間にわたって開催しました市民公開講座「発達障害って？」

「発達障害のある子どもの理解と支援のあり方」の講演を、ＶＯＬ１「姫路市総合福祉通園セン

ター所長で小児科医　宮田広喜先生」ＶＯＬ２「伊賀市こども発達支援センターセンター長　

井上良純先生」の２人の講師分を２枚のDVDに収録しました。

　2017年２月、主たる事業を推進いただきました山出社会奉仕委員長と私で、去る６月30日午

後３時より伊賀市役所２Ｆ会議室において、市内の公私立幼稚園、保育園へ各１部ずつ、保育

幼稚園課長に託し、配布をお願いしました。又、午後５時より伊賀市教育委員会教育長室にお

いて山本禎昭青少年奉仕委員長と共に、市内の小学校へ各１部ずつお配り頂くよう教育長にお

願いしました。

　講演当日、多くの保育者、教員、保護者の方々に聴講いただきましたが、来られなかった方々

にそれぞれの学校、園で職員や保護者の研修に役立てて頂くことを願い、アンケート結果やパ

ンフレットと共に贈呈しました。

　第１回を企画運営頂きました昨年度の山下社会奉仕委員長、木津君。第２回の山出社会奉仕

委員長、木津君。ご苦労様でした。終わりになりましたが、当日の収録、DVD化を推進いただ

きました伊賀上野ケーブルテレビと小坂君にお礼申し上げます。

上野ロータリークラブ市民公開講座　講演DVD贈呈式
2016〜2017年度会長　市川　隆成



夜間例会（8/29）

2

５日　11：00　第３回定例理事役員会
　　　12：30　例会（3105）　クラブの日
　　　　　　 インターアクト年次大会の報告　
12日　12：30　例会（3106）
　　　　　　 卓話　上野東小学校校長　仁保晋作氏
19日　12：30　例会（3107）
　　　　　　 卓話　龍谷大学名誉教授　戸上宗賢氏
26日　12：30　例会（3108）
　　　　　　 新会員卓話　北森　徹君

9 月クラブ行事予定

８月例会の一コマ

◎2017 〜 2018年度RI2630地区  中勢、伊賀
グループインターシティミーティング

　９月３日（日）　津都ホテル　13：00点鐘

◎ギア倶楽部　９月例会
　９月10日（日）　阿山カントリークラブ

◎９月生まれの会員
　１日　伊藤　康彦君　12日　廣澤　浩一君

〔告　　知　　板〕

▲ガバナー公式訪問４クラブ合同例会（8/21）

▲乾杯　本城会長エレクト

▲Ｒ財団セミナーの報告　宮田君（8/1）

▲新会員堀之内壯平君　入会式（8/1）

▲新会員卓話　山本ヒサ子君（8/8）

▲2016〜17年度皆出席表彰　代表　𠮷岡君（8/1）
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上野高等学校あすなろインターアクト部２年　梶川　美月
　今回の年次大会では、韓国派遣で知り合っ
た韓国の友達と再会することができました。
ダンスの発表が終わった後、私に気づいてく
れて、話しをしました。派遣後から携帯で連
絡を取っていましたが、伝わらないことも多
く、顔と顔を合わせて話すことで気持ちを伝
えることができました。ホテルではお土産を
渡しに行きました。とても喜んでくれて、日
本を楽しんでいると聞いたので嬉しかったで
す。
　また、一緒に韓国へ行った友達とも再会で
きました。年次大会は国や県や市をこえた友
達と再び会うことができ、交流を深めること
ができました。

伊賀白鳳高校インターアクト部１年　久森　姫歌
　今回年次大会に参加して一番印象に残って
いるのは韓国派遣学生の２人の話です。
　特に室園さんの話の中にあった韓国の人々
の優しさについての話を覚えています。室園
さんの言っていたようにその国の人々の人柄
は実際に行かなければ分からないのだと思い
ました。ぜひ私も韓国派遣学生として韓国へ
行ってみたいです。

第40回インターアクト年次大会に参加して

ギア倶楽部　８月例会成績
2017年８月17日（木）

於：富士スタジアムゴルフ倶楽部南コース

RANK NAME OUT IN GROSS H.C NET
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11
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13

18

22

17

76

81

82

86

90

91

99

山口　　隆

本城　　髙

廣澤　浩一

澤野　周勇

山本　禎昭

丸山　統正

福田　豊治
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第3101回　29.8.1　晴
�点鐘：別所泰広会長
�司会：粟辻寛明君
�Song：「君が代」、「奉仕の理想」
�ビジターズ：鈴木・界外（上野東）の２君。
�ゲスト：なし
�出席報告：①本日の出席率　88.88％　欠席者=山本・
伊藤・北森・澤野の４君。②前々回の修正　100％　メー
クアップ=なし。
�2016〜17年度皆出席表彰20名　代表で𠮷岡君へ表
彰の品を渡す。
�誕生日祝い：山下の１君。
�会長報告：＊新会員入会報告（堀之内君）。＊忍者ゆ
かりの神社、仏閣（観光協会）。
�幹事報告：＊理事役員会の報告。＊９月３日ＩＭの後、
懇親会（会費5,000円）、バス出発10：30。＊地区大会

（10/14・15）全員登録。＊家族会11/14神戸方面。＊例
会終了後に会員増強委員会を開催します。＊8/15公認
休会。＊8/29夜間例会。＊国際交流フェスタ、薪能、
中日本サッカー大会各協賛について。＊ロータリーレー
ト８月１ドル111円。＊例会変更。
�委員会報告：なし
�ニコBOX：鈴木（上野東）（お世話になります）、界外（上
野東）（本日よろしくお願いします）、別所・稲濱（堀之
内君入会おめでとうございます。今後ともよろしく）、
市川（来週、お盆参りの為例会欠席のお詫びと本日、早
退のお詫び）、本城（壯ちゃんこれからもよろしく）、山
下（誕生日を自祝して）の各君。
�卓話：クラブの日
　　　　地区ロータリー財団セミナーの報告　宮田君

第3102回　29.8.8　曇
�点鐘：別所泰広会長
�司会：粟辻寛明君
�Song：「我等の生業」、「我は海の子」
�ビジターズ：松岡（相模原）の１君。
�ゲスト：なし
�出席報告：①本日の出席率　88.23％　欠席者=中森・
北森・市川・榊原の４君。②前々回の修正　100％　メー
クアップ=なし。
�会長報告：＊台風５号、何事もなく無事で良かった
です。＊施餓鬼やお寺の行事の話。
�幹事報告：＊8/15公認休会。＊8/21ガバナー公式訪
問４クラブ合同例会。場所は名張アスピア。11：30に
サンピアよりバスが出ます。＊8/29夜間例会。＊ロー
タリー財団の確定申告用の領収書の件。＊例会変更。
�委員会報告：なし
�ロータリーの友の読みどころ：中坂君。
�ニコBOX：松岡（相模原）（本城さんからのお誘いで、
山本さんのスピーチを聞かせて頂きにお邪魔しました。
よろしくお願いします）、別所（台風で被害を受けられ
た方、お見舞い申し上げます。幸いにも上野RCの皆様
のご無事をお慶び申し上げます）、本城（松岡君ようこ
そいらっしやいませ）、堀之内（入会させていただき有
難うございます。ご指導よろしくお願いします）、稲濱

上野ロータリークラブ　　例　会　記　録
（早退のお詫び）、山本（前回欠席のお詫び）の各君。
�卓話：新会員卓話　山本ヒサ子君

第3103回　29.8.21　晴
４クラブ合同ガバナー公式訪問例会
�点鐘：亀井会長 （名張ＲＣ）
�Song：「君が代」、「奉仕の理想」
�ビジターズ：なし
�ゲスト：＊2630地区ガバナー　田山雅敏氏。＊2630
地区代表幹事　中井茂平氏。＊中勢・伊賀グループガ
バナー補佐　宮上史郎氏。
�出席報告：①本日の出席率　85.29％　欠席者=本城・
神戸・宮田・廣澤・北森・の５君。②前々回の修正　
97.22％　メークアップ=山本（上野東）・澤野（名張中央）・
伊藤（インターアクト年次大会）の３君。
�会長報告：なし
�ニコBOX：別所（合同例会出席有難うございます）、
福増（合同例会ご苦労様でした）、榊原（７月26日〜30日
のIA韓国派遣、８月８日〜12日の韓国受け入れ、８月
11日〜12日のIA年次大会が無事終了しました。まだ地
区大会での韓国ガバナー受け入れ等がありますが、皆
様のご協力のもと良い大会になるよう努めます）の各君。
�卓話：2630地区ガバナー　田山雅敏氏

第3104回　29.8.29　晴　18：30点鐘
夜間例会
�点鐘：別所泰広会長
�司会：粟辻寛明君
�Song：「それでこそロータリー」、「浜辺の歌」
�ビジターズ：なし
�ゲスト：なし
�出席報告：①本日の出席率　88.88％　欠席者=小坂・
宮田・山下・榊原の４君。②前々回の修正　97.05％　メー
クアップ=北森（亀山）・市川（名張中央）、榊原（地区イ
ンターアクト年次大会）の３君。
�会長報告：＊合同例会の時に田山ガバナーより会員
増強の話があり、バランスのとれた運営の為、会員増
強は必要です。当クラブでは３名の入会があり、今後
３名の新会員予定者がいます。＊インターアクト年次
大会のお礼。＊上野東RCがローターアクトを結成する
予定。
�幹事報告：＊8/11・12開催のインターアクト年次大
会の報告。上野高校より教師１名生徒４名、伊賀白鳳
高校より教師２名生徒６名参加＊IM、15名登録案内。
＊例会変更。
�委員会報告：なし
�ニコBOX：別所（暑い日が続きます。皆様何卒ご自愛
ください）、空森（夜間例会のみの出席会員で申し訳あ
りません）、山本禎昭（本日、花火の協賛金のお願い文
書をボックスに入れさせていただきました。秋への変
更やスタートの遅れで苦戦をしております。何卒ご協
力お願い申し上げます）、福増（早退のお詫び）の各君。
�卓話：夜間例会　クラブ管理委員会担当


