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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

　８月４日・５日の両日にわたり、津市の私立高田高等学校がホスト校、津北ロータリークラ
ブをスポンサークラブとして第41回インターアクト年次大会が開催されました。上野高校から
生徒5名と教師1名、白鳳高校から生徒17名と教師２名、多数の参加を得て津までの往復に貸切
バスを利用させていただきました。
　初日は開会式点鐘の後、大会役員、来賓のごあいさつに続き、大韓民国代表のご挨拶、韓国
からの派遣学生によるパフォーマンス披露などが行われました。その後、鈴鹿サーキット交流
会場へバス移動しました。サーキットにおいては酷暑の中をものともせず、夕食までの時間を
遊園地で乗り物などを楽しんだのち、ホスピタリティラウンジにてディナーバイキング。豪華
で豊富な料理と韓国からの派遣学生も交えてのアクター同士の楽しい会話など、十分に楽しん
だ様子でした。その後宿泊先である鈴鹿青少年センターへ移動。
　２日目は高田高校講堂での交換学生の報告に続き、ローターアクトクラブについての説明が
あり、記念講演は多気町の高校生レストラン「まごの店」の仕掛け人として知名度の高い岸川
正行氏による講演。未来の大人たちである学生たちに夢をみつけること、夢に向かって本気で
取り組むこと、たとえ失敗したとしてもその経験は無駄にはならないということなどを豊富な
経験から解りやすく話されました。
　最後は次期ホスト校の斐太高等学校への大会旗引継ぎ、次期スポンサークラブ高山ロータリー
クラブ会長によるお招きのご挨拶で二日間の幕がおりました。
　インターハイと同時期開催によって宿舎獲得に困難を極められた様子の津北ロータリークラ
ブと年次大会実行委員会の皆様のご尽力に敬意を表すとともに、参加希望者多数により多大な
経費負担をご承諾いただきました上野クラブの皆様に感謝申し上げます。

第41回インターアクト年次大会
インターアクト担当　山本ヒサ子
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９月例会の一コマ

▲上野高校　山川満里奈さん
インターアクト年次大会の報告（9/25）

▲伊賀白鳳高校　田中光さん

▲卓話　作家　北村純一氏（第１回）
（9/11）

▲米山奨学生　万華さん　奨学金の贈呈
（9/11）

▲伊賀白鳳高校　谷口そらさん
韓国派遣の報告（9/18）

▲ギア倶楽部８月例会　優勝　小坂君
（9/11）

▲伊賀白鳳高校　坂本愛菜さん
インターアクト年次大会の報告（9/18）

▲卓話　作家　北村純一氏（第２回）
（9/25）

２日　11：00　第４回定例理事役員会
　　　12：30　例会（3152）　クラブの日
　　　　　　 卓話　米山奨学生　万華さん
９日　12：30　例会（3153）　IMの報告
　　　13：40　指名委員会
16日　12：30　例会（3154）
　　　　　　 会員卓話　粟辻寛明君
23日　　　　 公認休会
30日　18：30　夜間例会（3155）
　　　　　　 クラブ管理委員会担当

10月クラブ行事予定

◎2018 ～ 2019年度
　国際ロータリー第2630地区　地区大会
　10月13日（土）・14日（日）
　於　長良川国際会議場・岐阜都ホテル
◎地区ロータリー財団研修セミナー
　10月20日（土）　ホテルグリーンパーク津
◎ギア倶楽部10月例会
　10月11日（木）　ルート21ゴルフクラブ
◎10月生まれの会員
　12日　中坂　實宏君　31日　北森　　徹君

〔告　　知　　板〕
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ギア倶楽部　９月例会成績
2018年９月20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

優勝

２位

３位

４位

５位

６位

７位

55

51

60

54

61

53

60

47

48

51

58

55

63

63

102

99

111

112

116

116

123

20

13

21

19

17

15

22

82

86

90

93

99

101

101

廣澤　浩一

山口　　隆

井本　統生

丸山　統正

福田　豊治

桃井　房夫

安田　年道

　去る７月17日（火）、木根さんのお店であり

ます「そらや」さんをお借りしまして、「日

本酒を楽しむ会」の夏季例会を行いました。

当日は11名のメンバーが参加し、市川（日本

酒を楽しむ会）会長の乾杯の後、日本酒をと

ことん楽しみました。

　「日本酒を楽しむ会」は地元、伊賀の日本

酒を飲む、メンバーが持ち寄った全国各地の

日本酒を飲む、飲むお酒は日本酒だけ、メン

バーでお酒の感想を言い合い、うんちくをた

れる、日本酒を通して親睦を図るといった、

いたってシンプルで、楽しい呑兵衛の会であ

ります。

　毎回違う日本酒を楽しむことができ、今回

は６本の日本酒を空けました。それぞれに味

わい深く、こんなにもそれぞれ違うものなの

かと感じますが、その中でも伊賀の日本酒の

質の高さ、美味しさをメンバーみなさんと共

有しました。

　次回は10月23日に会長の西念寺さんをお借

りして、秋の夜長、日本酒を楽しみます。今

から楽しみです。皆様もぜひご参加ください。

　最後に、いつもおいしい料理を出して頂き、

またお酒の持ち込みを許していただいている

木根さん、ありがとうございます。

「上野ＲＣ日本酒を楽しむ会」
同好会活動報告

伊藤　康彦
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第3148回　30.9.11　晴
�点鐘：本城髙会長

�司会：川向啓造君

�Song：「君が代」、「奉仕の理想」

�ビジターズ：恒岡弘二・中井茂平（上野東）の２君。

�ゲスト：作家　北村純一氏

�米山奨学生万華さんへ奨学金の贈呈

�出席報告：①本日の出席率　83.78％　欠席者=福増・

安田・澤野・神戸・丸山・南出の６君。②前々回の修正　

97.29％　メークアップ=市川（鈴鹿ベイ）、南出（亀山）の

２君。

�誕生日祝い：伊藤・廣澤・木根の３君。

�会長報告：＊災害について。先週例会中止について。

＊本日卓話の木村さんの紹介。

�幹事報告：＊第３回理事役員会の報告。＊ひまわり

作業所よりバザーのお願い。9/25例会にバザー用品集

めます。＊9/29IM開催。13名出席。＊地区補助金につ

いて。＊伊賀上野シティマラソン協賛金について。＊

三重県インターアクト協議会について（11/4）。＊上野

城薪能の案内（9/22）。＊ロータリーレート９月１ドル

112円。＊例会変更。

�委員会報告：＊ギア倶楽部８月例会優勝　小坂君。

＊山本会員増強委員長より　増強協力のお願い。

�ニコBOX：恒岡（上野東）（お世話になります）、小坂（ギ

ア倶楽部８月優勝を自祝して。日曜日開催有難うございま

す）、本城・粟辻・山出・中村（北村さんようこそお越し下

さいました。本日卓話よろしくお願いします）、廣澤・伊藤・

木根（誕生日を自祝して）の各君。

�卓話：作家　北村純一氏

　　　　「芭蕉の横顔」こぼれ話（第１回）。

　　　　＊朝日新聞コラム「芭蕉の横顔」から。銀行員

　　　　　から65歳で小説に取り組む。今月新刊出版「芭

　　　　　蕉と其角」芭蕉は忍者だった。

第3149回　30.9.18　晴
�点鐘：本城髙会長

�司会：川向啓造君

�Song：「日も風も星も」、「紅葉」

�ビジターズ：なし

�ゲスト：伊賀白鳳高校（伊藤先生、インターアクター２名）。

上野高校（八木先生、インターアクター１名）。

上野ロータリークラブ　　例　会　記　録
�出席報告：①本日の出席率　94.59％　欠席者=木根・

北森徹の２君。②前々回の修正　台風の為休会。

�会長報告：＊9/15家族会の下見に行ってきました。

５月京都の貴船の予定です。その後、南座を企画して

います。＊10月、11月は会員増強に頑張りましょう。

�幹事報告：＊本日、17時〜ガバナー事務所の閉所式

に出席します。＊例会変更。

�委員会報告：なし

�ニコBOX：小坂（インターアクトクラブの皆様、顧問

の先生、ようこそ各報告よろしくお願いします）、北森

徹・寺南（本日、早退のお詫び）、福増・南出（先週、欠

席のお詫び）、川向（先週は、ニコニコボックス失礼し

ました）の各君。

�ロータリーの友読みどころ：木津君。

�卓話：伊賀白鳳高校（伊藤先生、インターアクター２名）  

　　　　上野高校（八木先生、インターアクター１名）

　　　　＊インターアクト年次大会の報告。

　　　　＊韓国派遣の報告。

第3150回　30.9.25　晴
�点鐘：本城髙会長

�司会：川向啓造君

�Song：「それでこそロータリー」、「風」

�ビジターズ：なし

�ゲスト：作家　北村純一氏

�出席報告：①本日の出席率　91.89％　欠席者=別所・

稲濱・北森徹の3君。②前々回の修正　100％　メーク

アップ=安田・丸山・澤野（上野東）、福増・神戸・南出

（松阪）の６君。

�会長報告：＊北海道震災について。＊伊賀防災協定

の検証の必要があるのでは。＊国内問題、人口減少。

�幹事報告：＊9/29IM開催。12名出席。配車予定。サ

ンピアに12：30集合。山本ヒサ子さんと安田君が運転。

＊地区補助金について。＊伊賀市国際交流フェスタの

案内。＊例会変更。

�委員会報告：なし

�ニコBOX：山本禎昭、宮田（早退のお詫び）の各君。

�卓話：作家　北村純一氏

　　　　「芭蕉の横顔」こぼれ話（第２回）。

　　　　＊わび、俳句で表現。芭蕉が代表。

　　　　＊芭蕉の挫折（成功への必要なステップである）。
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