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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

　去る９月29日（土）、名張産業振興センターに於いて、第2630地区中勢・伊賀グループのインター
シティ・ミーティングが、名張中央ロータリークラブのホストで実施されました。
　当日は、台風25号が九州南部を通過中で、その予兆を感じさせるような雨風が吹く悪天候で
したが、来賓として亀井利克名張市長をお迎えし、木村ガバナー・西田ガバナー補佐・田山カ
ウンセラー・加賀パストガバナーご臨席のもと100名を超えるロータリアン（当クラブからは登
録13名、実参加11名）が集結し、外の天候とは反対に華々しい熱気が漂っていました。
　14：00、予定どおり西田ガバナー補佐の点鐘を合図にプログラムがスタート、今回のプログ
ラムは二部構成となっており、第一部がセミナー方式、第二部が親睦の集い（会食の宴）でした。
第一部に入る前にまず、亀井市長・田山カウンセラーのご挨拶、木村ガバナーの現況報告があ
りました。ガバナー報告では特に前期の会員増強の成果についてふれられ、会員を増やすこと
の意義について語られました。
　第一部冒頭では、中勢・伊賀グループ8クラブの会長より、それぞれのクラブの特色や活動状
況・問題点などの発表がありました。大きいクラブは大きいなりに、小さいクラブも小さいな
りに、活動形態や課題点などがあり、つきつめるところ会員増強が共通の課題であることを共
有することができました。当クラブの本城会長も今期の最重点課題として会員増強の重要さを
力説され、具体的な目標として新会員５名の獲得を高らかに宣言しました。
　続く加賀パストガバナーの講演会は大いに盛り上がりました。テーマは「ロータリーを語ろう」
でしたが、ロータリーをそのままストレートに語るのではなく、自分の体験や人生観、そして
職業観をとおして得られたことをわかりやすく、ウィットを交えながらお話しいただき、あっ
という間の１時間でした。第二部の親睦の集いは、テーブルレイアウトがほぼ８クラブの同じ
役職者（会長・幹事・新会員等）で揃えられた感じで、話がはずんでいたように思えました。
　翌日は台風が上陸する可能性があり、ガバナー訪問は早々と中止になりましたが、今回のIM
は何とか天気ももちこたえ、充実した時間を過ごすことができました。

2018-19年度　IM報告書
副幹事　川向　啓造
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６日　11：00　第５回定例理事役員会
　　　12：30　例会（3155）　クラブの日
　　　　　　 「Ｒ財団補助金セミナーの報告」
　　　13：40　上野・上野東RC合同例会打ち合わせ会
13日　12：30　例会（3156）　
　　　　　　 卓話　伊賀市教育委員会文化財課
　　　　　　 「近年、伊賀市文化財に指定された文化財の
　　　　　　 紹介と伊賀市文化財保護の現状」
20日　12：30　例会（3157）
　　　　　　 卓話　三重県ヘルプマーク・アンバサダー　小﨑麻莉絵氏
27日　12：30　例会（3158）
　　　　　　 卓話　伊賀市スポーツ振興課長・国体推進課長　福森靖氏
　　　　　　 「国体・伊賀市準備状況について」

11月クラブ行事予定

◎中勢・伊賀グループはぐるま会
　11月16日（金）　はぐるま会秋季大会
　於　グリーンハイランドカントリー倶楽部  

◎11月生まれの会員
　５日　南出　政彦君　10日　山出　美材君
　11日　本城　　髙君　28日　福増　久史君
　30日　小坂　元治君

〔告　　知　　板〕

10月例会の一コマ

▲卓話　米山奨学生　万華君（10/2）

▲ＩＭの報告　堀之内君（10/9）

▲会員卓話　粟辻寛明君（10/16）

▲ＩＭの報告　山本ヒサ子君（10/9）

▲ギア倶楽部９月例会優勝　廣澤君（10/2）

夜間例会（10/30）
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ギア倶楽部10月例会成績
2018年10月11日（木）　於：ルート25ゴルフクラブ
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今岡　睦之

山下　雅一

余野部　猛

桃井　房夫

丸山　統正

山口　　隆

廣澤　浩一

安田　年道

澤野　周勇

小坂　元治

　私は今回初めて韓国派遣に参加させていただきまし
た。ずっと行きたいと思っていたので韓国派遣が決まっ
た時はとても嬉しかったです。そして今回、行くことが
できて本当に良かったと思っています。
　ホームステイをするのに少し不安はありましたが、ホ
ストファミリーがとても良くして下さり、不安はなくなり
ました。私は韓国語を話すことは全くできません。で
も、ホームステイ先のハンナがとても日本語が上手で
ほとんど日本語で会話をしてくれました。彼女はとても
日本が好きで日本のことを沢山質問してくれ、日本の
事を知ろうとしてくれました。とても嬉しかったです。
　ホームステイの二日間は、ハンナとハンナの友達と
一緒に過ごしました。食事や、買い物をして楽しみま
したが、驚くことも沢山ありました。私は辛い食べ物
が好きなのですが、辛いラーメンを皆で食べたとき、
私は一口食べただけで「限界」と思いましたが、彼女
たちは辛くないと言って食べていました。韓国ではあ
の辛さが普通だということにびっくりしました。また
サーティワンで、アイスクリームを食べた時は、日本で
はアイスを丸めて入れますが、韓国ではスコップのよう
なものですくって入れていました。種類も日本と違うも
のが沢山ありました。改めて食文化にも違いがあるこ
とを知りました。私が日本から持ってきたお菓子を渡
すと、美味しいといって食べてくれたので嬉しかった
です。
　コスメを買うために色んなお店へ行きました。カラオ
ケへも行きました。カラオケでは日本の曲が沢山あり
ました。韓国では日本でも有名な「さくらんぼ」という
曲が流行っていて、歌ってくれたのですが、日本人？と
思うくらい上手でびっくりしました。国は違うのに、日
本の曲を知っていて歌っていることに驚きもありました
が、韓国を身近に感じることができて嬉しかったです。
韓国派遣ではたくさんの人に出会いました。出会った
人は本当に親切でよい人ばかりでした。出会えたこと
に感謝しています。
　韓国派遣を終え、次は年次大会でハンナ達に会える
ことをとても楽しみにしていました。夕食では一緒にご
飯を食べ、沢山話をしました。日本へ来て行った場所
は神戸、次に日本へ来たら行ってみたい場所は旅館だ
と言っていました。その時は一緒に行こう、と私を誘っ
てくれました。日本には素敵な旅館や温泉が沢山あり
ます。いつか行きたいと思います。また、私が次に韓
国へ行くときがあれば、もっと色々な場所を案内して
あげる、と言ってくれました。こうして、またいつか一
緒に、と約束しあえたことがとても嬉しかったです。
　楽しい夕食の時間が終わり、ハンナ達はもう帰らな
ければいけませんでした。私はとても悲しくなって、

泣いてしまいました。ハンナは、「大丈夫、また絶対
に会えるから泣かないで」と言ってくれました。私は
涙がもっとあふれてきました。
　次にいつ会えるかは分りませんが、絶対に会えると
信じています。そして、もっと韓国について知りたいし、
日本のことも知ってもらいたいです。
　私はこの夏休みに、韓国派遣・年次大会を経験さ
せていただき、本当に充実した時間を過ごす事ができ
ました。沢山の思い出はもちろんですが、色々な場面
で日本と韓国の違いや共通点を感じることができまし
た。そして何より人と繋がることの温かさを学びました。
行ってよかった、と心から思っています。
　このような機会をいただき、ご支援いただいたロー
タリークラブの皆様、本当にありがとうございました。

韓国派遣に参加して
伊賀白鳳高校　インターアクター　谷口　そら
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第3151回　30.10.2　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：なし
�ゲスト：米山奨学生万華さん
�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　87.18％　欠席者=福増・
市川・宮田・井本の４君。②前々回の修正　100％　メー
クアップ=木根（中日本野球大会）、北森隆文（名張）の２君。
�誕生日祝い：中坂・北森徹の２君。
�会長報告：＊ノーベル賞の紹介。ボンジョタスクさん。
＊ＩＭの報告。８クラブ100名出席。当クラブ11名出席。
＊会員増強をはかります。一人１名の声かけをお願い
したい。
�幹事報告：＊第4回理事役員会の報告。＊地区大会
10/13・14の２日間。9/25例会にバザー用品集めます。
＊9/29ＩＭ開催。13名出席＊家族旅行を11月の例会に
て出欠確認。＊野球教室案内。（12/2開催予定）＊10/23
公認休会、10/30夜間例会。＊ロータリーレート10月１
ドル112円。＊例会変更。
�委員会報告：＊ギア倶楽部９月例会優勝　廣澤君。
＊石橋米山奨学資金担当より　10月は米山月間です。
米山奨学金のお願い。＊10/23日本酒を楽しむ会案内。
＊10/27釣りクラブの案内。
�ニコBOX：廣澤（ギア倶楽部９月優勝を自祝して）、北
森徹（前回欠席のお詫びと誕生日を自祝して）、中坂（誕生
日を自祝して）、別所（前回欠席のお詫び）の各君。
�卓話：クラブの日
　　　　米山奨学生　万華君　
　　　　「自己紹介」
　　　　「中国不動産バブルのメカニズムの研究」
　　　　「日本と中国不動産研究」

第3152回　30.10.9　晴
�点鐘：稲濱会長エレクト
�司会：川向啓造君
�Song：「我等の生業」、「北上夜曲」
�ビジターズ：鈴木（上野東）君。
�ゲスト：なし
�出席報告：①本日の出席率　78.95％　欠席者=山下・
安田・伊藤・本城・井本・福増・木根・北森隆文の８君。
②前々回の修正　94.59％　メークアップ=稲濱（IM）の
１君。
�会長エレクト報告：＊内閣の事と次年度の対策につ
いて（人選）。＊健康を維持して来年度を目指す。
�幹事報告：＊10/13・14の地区大会について。10/13
　８時30分サンピア集合。＊例会変更。
�委員会報告：なし

上野ロータリークラブ　　例　会　記　録
�ニコBOX：鈴木（上野東）（本日お邪魔します）、神戸（本
日、早退のお詫び）、山本禎昭（先週、欠席のお詫び）の
各君。
�ロータリーの友の読みどころ：木津君。
�卓話：ＩＭの報告

第3153回　30.10.16　曇
�点鐘：本城髙会長
�司会：川向啓造君
�Song：「日も風も星も」、「小さい秋見つけた」
�ビジターズ：瀧山（上野東）の１君
�ゲスト：作家　なし
�出席報告：①本日の出席率　83.33％　欠席者=山本
禎昭・寺南・井本・別所・南出の６君。②前々回の修
正　94.87％　メークアップ=山本禎昭（上野東）・市川（名
張中央）・福増（亀山）の３君。
�会長報告：＊地区大会の報告＊会員満足度の向上。
＊地区大会でのアグネスチャンの講演について。
�幹事報告：＊10/27　9：30〜16：00　子どもフェスティ
バルの案内。＊10/23公認休会。＊10/30　18：30〜夜間
例会（10/25までに欠席される方は、連絡して下さい。）。
�委員会報告：日本酒を楽しむ会　本日、18：00〜上野
市駅前集合。
�ニコBOX：本城・伊藤（前回欠席のお詫び）、福増（２
週連続欠席のお詫び）、中村・余野部（本日、早退のお
詫び）の各君。
�ロータリーの友の読みどころ：木津君。
�卓話：会員卓話　粟辻寛明君
　　　　「任意後見と遺言について」

第3154回　30.10.30　晴　夜間例会
�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」、「川の流れのように」
�ビジターズ：なし
�ゲスト：なし
�出席報告：①本日の出席率　89.18％　欠席者=山下・
福増・南出・北森徹の４君。②前々回の修正　100％　
メークアップ=安田・本城（IM）、福増（名張中央）、木根・
山下・伊藤・北森隆文（地区大会）の７君。
�会長報告：＊本日は夜間例会です。親睦を深めましょう。
�幹事報告：＊例会変更
�委員会報告：なし
�ニコBOX：山本禎昭・宮田・市川（早退のお詫び）、
別所・寺南・井本（前回欠席のお詫び）、井本（欠席ばか
りで申し訳ございません）の各君。
�卓話：クラブ管理委員会　「夜間例会」
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