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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

　光陰矢の如し、去年４月から米山奨学生になり、間もなく一年になります。今までの留学生

活の中で、最も多彩なこの一年間でした。米山ロータリークラブのロータリアン、各国の奨学

生達と仲良くし、たくさんの人とコミュニケーションができて、確かに良い勉強になりました。

それに、米山ロータリアンの方々のご支援を頂いたおかげで、自分の専門研究が順調に進んで

いくようになりました。

　去年５月に、最初に上野ロータリークラブの例会に参加した時、米山奨学生としての初めて

のスピーチは、緊張が治まらず、最後まで自分の考えをきちんと伝えることができませんでした。

しかし、例会が終わったとき、カウンセラー小坂様やロータリアンの方々が笑顔で励ましの言

葉をかけてくださいました。これらの言葉を聞いて、私は心から暖かい気持ちになりました。

　月一回の例会では、立派な各業の経営者や、技術者など、地元の様々な分野の最前線で活躍

されている方々から、貴重なお話を伺え、人生に対する考え方や、生活の意味などを新しく理

解できました。

　これからの一年間は、米山奨学生としての最後の一年間です。この新たな一年間で、米山ロ

ータリアンの方々から、さらに多くのことを学び、さらに深く交流し、地域活動に積極的に参

加して、ロータリー第2630地区の学友会の立ち上げに自分の微力を尽くしたいと思います。と

同時に、今年は三重県庁に三重県グローバル学生大使に任命されたことを契機に、米山ロータ

リーで学んだ奉仕の心を持って、日中両国の相互的理解の架け橋となって、日中世代友好ために、

一生懸命努力したいと思っています。

　最後に、カウンセラーの小坂様をはじめ、時折送迎をして下さいました福増様、伊藤様、上

野ロータリークラブの皆様、一年間皆様のご支援を頂き、本当にありがとうございました。皆

様の優しい心と笑顔を「宝物」として、一生忘れずに、感謝の気持ちを持って、引き続き頑張

りたいと思っています。

米山奨学生になったこの一年
米山奨学生　万　華
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２月例会の一コマ

3 月クラブ行事予定
５日　12：30　例会（3170）　クラブの日

　　　　　　 新会員卓話　福森直樹君　

12日　11：30　第９回定例理事役員会

　　　12：30　例会（3171）　

　　　　　　 会長エレクト研修セミナーの報告

　　　13：40　第３回次年度理事役員会

19日　12：30　例会（3172）　卓話

　　　　　　 伊賀市上下水道部より　　

28日　18：00　例会（3173）

　　　　　　 上野・上野東ロータリークラブ合同例会

　　　　　　 於　ヒルホテルサンピア伊賀

▲米山奨学生　万華さん（2/5）

▲ギア倶楽部１月例会優勝　本城会長（2/5）

▲新会員卓話　上島栄美子君（2/19）

▲入会式　福森直樹君（2/5）

▲新会員卓話　松川英一君（2/12）

▲卓話　伊賀白鳳高校 陸上部監督　中武隼一氏（2/26）

〔告　　知　　板〕
◎会長エレクト研修セミナー
　３月９日（土）10：30点鐘
　於　ホテルグリーンパーク津
◎中勢・伊賀グループボッチャ大会
　３月23日（土）11：30〜
　於　名張総合体育館
◎中・高年齢者健康増進体操教室
　３月25日（月）11：00〜13：00
　於　ヒルホテルサンピア伊賀
◎ギア倶楽部３月例会
　（上野・上野東合同ゴルフコンペ）
　３月28日（木）　於　タラオカントリークラブ
◎３月生まれの会員
　９日 左橋　佳三君　９日 堀川　一成君　

12日 別所　泰広君　27日 北森　隆文君
28日 福田　豊治君
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新会員　寺南　典久
　北伊勢上野信用金庫上野営業部長着任と同時に、
伝統ある上野ロータリークラブ入会のご承認を頂
き、半年が過ぎました。徐々にではありますが慣れ
てきたように思っています。
　職業奉仕という概念を教えて頂き、単なるボラン
ティアとの違いを自分なりに探究することを卓話で
お話ししました。どうぞ皆様からご教授頂けます様
お願い致します。
　趣味はジョギングと少々のお酒を嗜むことと申し
上げておきます。どうぞよろしくお願い致します。

新会員　松川　英一
　この度、１月８日に会員の皆様の御承認をいただ
き、菅原神社にて入会式を行っていただき上野ロー
タリークラブのお仲間に加えていただきましたヒル
ホテルサンピア伊賀（株式会社伊賀）の松川英一でご
ざいます。
　平成10年伊賀工場の創業以来、皆様にはサラヤを
長きに渡り御支援いただき誠に有難うございます。
その縁もあって、昨年９月よりサンピア伊賀をサラ
ヤが経営支援することになり、私が伊賀の地に赴任
することになりました。
　これから、伊賀の文化や歴史を学びながら、ロー
タリアンとして奉仕の精神をしっかりと学ばせてい
ただきたいと考えておりますので、皆様からの御指
導御鞭撻の程、何卒、宜しく御願い申し上げます。

新会員　上島栄美子
　私は香川県高松市で生まれ幼少期は国分寺町とい
う田舎町ですごしました。その後兵庫県明石市へ転
居し、学生時代は新しい環境での生活となりました。
高校３年生の時、将来の夢を真剣に考え、人の為に
役立つ仕事をと看護の道へ進むことにしました。
　看護学校は奈良県、そして就職・結婚で三重県伊
賀市へ、ご縁の深さを感じております。災害時には
率先して行きます！と言える人間になろうと強い意
志で看護師になり、無謀にも経験年数もなく、語学
力もないのにJICAの青年海外協力隊に応募したこ
ともあります。もちろん即戦力では無いので採用さ
れませんでしたが。これって？まさしくロータリー
の目的に少しは合致してた？っと思ったりもしました。
　また訪問看護をしている時、ターミナルの患者様
が私に言いました。「最後に○○へ行きたかったな
あ〜、○○も食べたかったなあ〜」と。その時、こ
んな願いが一つでも叶えてあげられるお手伝いが出
来たらとホスピスケア（看取りまで）がやりたい、
ホームホスピスを展開したいと思いました。死を迎
えるまで積極的に生きていけるように支えていく。
臨んだ最期を迎えることが出来るようコーディネー
トし、息を引き取る瞬間、納棺までそばで寄り添う
事。これが私の最後の夢だと決めたのが約10数年前
です。その為の準備が必要となり、縁あって現在の

会社に転職しました。全く畑違いの業界での仕事は
相当な努力が課せられ、自分自身との戦いでもあり
ましたが夢の為！と思い頑張ってこれました。看護
の仕事も現在の仕事も対人とのコミュニケーション
が大切で、人生設計の一部に介入していく大きな役
割をもった仕事だと思っています。現在は化粧品の
販売はもちろん、不動産部門では売買・仲介・賃貸
管理等、全般に行っております。建設部門では小さ
な修繕、リフォームをはじめ、トヨタホームの施工
も請け負っております。小さな会社ではございます
が、本年50周年を迎える事となり、皆様には心より
感謝を申し上げます。今後は現在の既部門の充実・
拡大とともに、夢であるホームホスピスの展開にむ
けて前進していきます！
　ロータリーの一員として、職業奉仕の精神を忘れ
ず研鑚してまいります。こんな私ですが、皆様どう
ぞよろしくお願いいたします。

上野ロータリークラブ入会にあたり

上野RCギア倶楽部2月例会成績表
2019年2月21日（木）於：ルート25ゴルフクラブ
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13

22

19

13

20

14

19

17

80

83

85

86

87

88

90

91

安田　年道

今岡　睦之

松川　英一

廣澤　浩一

山本　禎昭

別所　泰広

丸山　統正

福田　豊治
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第3166回　31.2.5　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：なし
�出席報告：①本日の出席率　94.87％　欠席者=山本
ヒサ子・宮田の２君。②前々回の修正　100％　メーク
アップ=福増（地区会員増強セミナー）・北森隆文（亀山）・
別所（伊勢）の３君。
�誕生日祝い：余野部・安田・桃井・左橋（ソング）の
４君。
�会長報告：＊沈みゆく船。国力とは人口増加である。
人口を増やす政策が必要である。
�幹事報告：＊第８回理事役員会の報告。＊中・高年
齢健康体操教室開催。3/25（月）11：00〜本日の例会に
て出欠確認。＊3/2 久米川クリーンウォーク。メイク
対象になります。本日の例会にて出欠確認。＊職業分
類について。本日、配布いたしました。＊5/28（火）
⇒5/25（土） 例会変更します。親睦家族会の為。＊２月
ロータリーレート110円。
�委員会報告：ギア倶楽部１月例会優勝　本城会長
�ニコBOX：本城（福森さん入会おめでとうございます。
これからご一緒によろしくお願いします。ギア倶楽部
優勝を自祝して）、山本（福森さん入会おめでとうござ
います。これからもよろしく）、市川（福森さんいつも
お世話になり有難うございます。そして入会おめでと
う。永らくお待ちしておりました。来週「ねはん会」
の為、欠席のお詫び）、安田（福森さん入会おめでとう
ございます。お待ちしておりました。そして誕生日を
自祝して）、福増（大変遅くなりましたが、年報を発行
させていただくことが出来ました。有難うございまし
た）、桃井（お誕生日を自祝して）、神戸（本日、早退の
お詫び）の各君。
�ロータリーの友読みどころ：木津君より
�卓話：クラブの日

第3167回　31.2.12　曇
�点鐘：本城髙会長
�司会：川向啓造君
�Song：「我等の生業」、「冬の夜」
�ビジターズ：なし
�ゲスト：なし
�出席報告：①本日の出席率　86.84％　欠席者=市川・
南出・木根・北森隆文の４君。②前々回の修正　97.37％
メークアップ=木根（伊勢）の１君。
�会長報告：＊ヤングケアについて。父母・祖父母の
生活サポートを18歳未満の子供が行うこと。
�幹事報告：＊3/28の上野・上野東合同例会（2/28に打
合せ）。＊5/21 12：30〜西田AG例会訪問。＊新会員福
森君、親睦担当。
�委員会報告：山下社会職業奉仕委員長　車両調査ア
ンケートの件。

上野ロータリークラブ　　例　会　記　録
�ニコBOX：川向（例会欠席のお詫び　来週長女が結婚
します）、松川（つたない卓話をお聞きいただく皆様へ
のお詫び）、宮田（早退のお詫び）の各君。
�卓話：新会員卓話 松川英一君
　　　　「事業と環境保全について」

第3168回　31.2.19　雨
�点鐘：本城髙会長
�司会：粟辻寛明君
�Song：「日も風も星も」、「りんごの歌」
�ビジターズ：三山（上野東）の１君。
�ゲスト：なし
�出席報告：①本日の出席率　86.48％　欠席者=寺南・
川向・安田・宮田・南出の５君。②前々回の修正　
97.14％　メークアップ=山本ヒサ子（上野東）の１君。
�会長報告：＊中国人の「爆買い」から「コト買い」
へ変わっている。＊百貨店経営とネット販売について。
＊今の時代、新しいものを開発していく事が必要。
�幹事報告：＊3/23（土）中勢・伊賀グループボッチャ
大会の案内。出欠確認。＊例会変更。
�委員会報告：なし
�ニコBOX：上島（本日は卓話をさせていただきます。
皆様に温かい目で見守っていただきたいとの願いを込
めまして、本日はよろしくお願いします）、松川（遅く
なりました。先月１月15日、自分のお誕生日を祝って）、
澤野・福増・北森徹・北森隆文（本日早退のお詫び）の
各君。
�卓話：新会員卓話　上島栄美子君

第3169回　31.2.26　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」、「学生時代」
�ビジターズ：なし
�ゲスト：伊賀白鳳高校　陸上部監督　中武隼一氏
�出席報告：①本日の出席率　89.74％　欠席者=市川・
北森隆文・別所・安田の４君。②前々回の修正　94.7％
メークアップ=木根（名張）・市川（鈴鹿ベイ）・北森徹（亀
山）の３君。
�会長報告：＊人手不足ではなく、国民不足である。
18歳〜26歳の人数が1700万人から1100万人に減る。コ
ンビニ（セブンイレブン）24誌時間営業ではなくなる。
�幹事報告：＊3/23ボッチャ大会参加のお願い。＊６
月１日〜５日、ロータリー国際大会（ハンブルク）の案内。
＊3/5予定の理事役員会を、次週3/12に変更します。
�委員会報告：なし
�ニコBOX：粟辻（伊賀白鳳高校の中武隼一先生、本日
は卓話よろしくお願いします）、寺南（先週、欠席のお
詫び）、南出（前回、前々回、欠席のお詫び）、山口・木根・
伊藤（早退のお詫び）の各君。
�卓話：伊賀白鳳高校　陸上部監督　中武隼一氏
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