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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

インターアクト年次大会の報告
国際・青少年奉仕委員長　南出　政彦

　酷暑の候、８月４・５日に第42回インターアクト年次大会がスポンサークラブ高山ロータリー
クラブのもと、国立乗鞍青少年交流の家で開催されました。
　当クラブからは、上野高校から４名、伊賀白鳳高校から10名の参加者がありそれぞれのイン
ターアクトクラブから引率先生と共に参加していただきました。
　Harmony（調和）Interaction（交流）Discovery（発見）Adventure（冒険）の天空で夢を
叫ぶ！をメインテーマに開催された今大会はホスト校の斐太高等学校IAC部長・白川拓輝君の
力強い挨拶をはじめ、斐太高等学校・滝村校長、高山RC山下会長、辻ガバナーの歓迎の挨拶が
ありました。そして、国際ロータリー第3600地区インターアクト委員長パクスングン氏の挨拶
の後、大韓民国学生によるダンスパフォーマンスが大変素晴らしく、感動いたしました。
　この年次大会を通じてインターアクトの目的（奉仕と国際理解に貢献する世界的友好精神を
青少年に与える）という言葉の意味が身に染みて体験できたと思っています。第42回という事で、
私の年齢に近い歴史があり、これまで紡いでこられた先輩ロータリアンのパワーと精神を引き
継いでいきたいと感じました。
　私自身初めての委員長で
あり不安の中、木根インター
アクト小委員長と他に稲浜
会長と山本さちこさんが参
加していただきました。バ
スの中では両校の親睦を目
的にクイズ大会やカラオケ
など開催していただいて、
有意義な時間となりました。
　次回開催は伊勢ロータ
リークラブがスポンサーで
皇学館高等学校がホスト高
校です。委員会が外れても
参加できたら幸いです。今
回の２日間ありがとうござ
いました。
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▲卓話（会長交換卓話）
上野東ロータリークラブ会長

出後秀雄君（8/6）

▲移動例会　上野高校明治校舎前（8/27）

▲ギア倶楽部７月例会優勝　余野部君
（8/6）

▲移動例会　上野高校校長　松井愼治氏（8/27）

▲前年度100％出席表彰　代表　澤野君
（8/6）

▲インターアクト年次大会の報告
上野高校インターアクト部（8/20）

▲インターアクト年次大会の報告
伊賀白鳳高校インターアクト部（8/20）

８月例会の一コマ

４日　12：30　ガバナー公式訪問４クラブ合同例会（3194）
　　　　　　 於　名張産業振興センター（アスピア）
10日　11：00　第３回理事役員会
　　　12：30　例会（3195）　クラブの日
　　　　　　 新会員卓話　吉田修一君
17日　18：30　上野・上野東合同例会（3196）
24日　12：30　例会（3197）
　　　　　　 卓話　リーガロイヤルホテル理事
　　　　　　 料飲部マスターソムリエ　岡　昌治 氏

9 月クラブ行事予定

◎2019 ～ 2020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29日（日）　都シティ津（旧津都ホテル）
　14：00点鐘

◎ギア倶楽部　９月例会（上野・上野東合同コンペ）
　９月17日（火）　富士スタジアムゴルフ倶楽部

◎９月生まれの会員
　10日　木根　英男君　12日　廣澤　浩一君

〔告　　知　　板〕
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2019年クラブ研修リーダーセミナーの報告
クラブ研修委員　中村　晶宣

　2019年〜20年度、第2630地区クラブ研修
リーダーセミナーが７月27日（土）、名鉄グラ
ンドホテルにおいて開催されました。
　当年から各クラブにクラブ研修委員会が設
置されました。
　地区では、今改めて、ロータリーの理念(考
え方)を説明していく必要があると感じてい
るようです。なぜなら若い会員・女性会員が
増加しているからです。
　例会の充実と職業奉仕について、これから
回を重ねて、説明していきたいと思います。
　入りて学び、出でて奉仕せよ！

ギア倶楽部　８月例会成績
2019年８月22日（木）　於：阿山カントリー倶楽部
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澤野　周勇

山口　　隆

稲濱　建夫

余野部　猛

本城　　髙

丸山　統正

廣澤　浩一

松川　英一

福田　豊治

安田　年道

井本　治見

森川　　徹

第3191回　2019.8.6　曇り
�点鐘：稲濱建夫会長
�司会：堀之内壯平君
�Song：「君が代」、「奉仕の理想」
�ビジターズ：なし
�ゲスト：上野東RC会長　出後秀雄氏
�出席報告：①本日の出席率　92.11％　欠席者=上島・

上野ロータリークラブ　　例　会　記　録
南出・中森の３君。②前々回の修正　94.74％　メーク
アップ=木根（インターアクト年次大会）の１君。
�誕生日祝い：山下の１君。
�会長報告：＊上野・上野東交換卓話について。＊イ
ンターアクト年次大会では、上野高校と伊賀白鳳高校
との交流や韓国との交流が出来た。＊交換留学生の受
け入れについて。＊全国RC野球大会と前夜祭の報告。
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�幹事報告：＊第２回理事役員会の報告。＊９月４日
ガバナー公式訪問例会について。＊９月17日上野・上
野東合同例会について。＊IM（9/29）＊地区大会（11/16・
17）は全員登録。11/19の例会と振り替えます。＊芭蕉
祭協賛3万円。＊日赤三重支部の協賛（1クラブ9,000円）。
＊初盆のお供え４件5,000円のビール。＊ロータリーレー
ト８月１ドル108円。＊例会変更。
�委員会報告：＊ギア倶楽部より　６月・７月例会優
勝　余野部君。次回は8/22　阿山カントリー。＊野球
同好会より　甲子園の写真が出来ました。回覧します。
�ニコBOX：出後（上野東）（お久しぶりです。本日は上
野・上野東交換卓話でお邪魔します。よろしくお願い
申し上げます）、稲濱（出後会長ようこそお越しくださ
いました。本日は卓話よろしくお願いします。先日の
インターアクト年次大会に参加してくれた北森隆文君、
山本ヒサ子さん、南出君、木根君ご苦労様でした）、小
坂（出後会長ようこそお越しくださいました。本日はよ
ろしくお願いします。地区幹事の時は大変お世話にな
りました）、堀川（8/1に45年前のRC日豪高校生交換学
生プログラムで、拙宅で１年間、ホームスティをして
いたステファン君一家５人の来訪があり、日本語をほ
とんど忘れているステファン君と、彼の奥様に通訳し
てもらい、なんとか45年前の北海道旅行の話を含め、
旧交を温めることが出来ました。これも上野RCの御縁
かと感謝しています）、山下（誕生日を自祝して）、中村（前
回、夜間例会欠席、本日早退のお詫び）、堀之内（前回、
例会欠席のお詫び）、市川（早退のお詫び）の各君。
�卓話：会長交換卓話　上野東RC会長　出後秀雄氏
　　　　＊会員増強３名増目標。
　　　　＊ロータリー改革、親睦、奉仕

第3192回　2019.8.20　曇り
�点鐘：稲濱建夫会長
�司会：堀之内壯平君
�Song：「日も風も星も」、「太陽がくれた季節」
�ビジターズ：長谷川（上野東）の１君。
�ゲスト：上野高校（インターアクト顧問　八木翼先生、
インターアクター２名。）伊賀白鳳高校（インターアク
ト顧問　小坂先生、インターアクター２名。）
�出席報告：①本日の出席率　94.74％　欠席者=粟辻・
中森の２君。②前々回の修正　87.18％　メークアップ
=中村（地区クラブ研修セミナー）の１君。
�会長報告：＊8/8 上野東RC会長との交換卓話につい
て。＊インターアクト年次大会と韓国派遣の報告につ
いて。＊例会変更が多いので確認。
�幹事報告：＊次回､移動例会です。＊3194回9/4 ガバ
ナー公式訪問４クラブ合同例会です。サンピアからバ
ス乗車の方の出欠とります。＊例会変更。
�委員会報告：＊クラブ管理委員会　例会終了後委員
の方は集まってください。移動例会の打ち合わせ。
�ロータリーの友の読みどころ：上島君

�ニコBOX：長谷川（上野東）（暑い時期にお邪魔します）、
稲濱・南出・木根（伊賀白鳳高校、上野高校のインター
アクターと担当の先生、ようこそお越しくださいまし
た。報告の方よろしくお願いします）、南出・木根（伊
賀白鳳高校、上野高校のインターアクト部の皆様、先
日の年次大会はお疲れ様でした。本日の報告もよろし
くお願いします）、松川（伊賀白鳳高校、上野高校の皆
様ロータリーへようこそお越しくださいました）、山口・
堀之内(初盆お供えのお礼）、上島（前回、欠席のお詫び）、 
別所（前々回、例会欠席のお詫び）の各君。
�卓話：＊上野高校インターアクト顧問　八木翼先生、
　　　　　インターアクター２名
　　　　＊伊賀白鳳高校インターアクト顧問　小坂先生、
　　　　　インターアクター２名　
　　　　　「韓国派遣とインターアクト年次大会の報告」

第3193回　2019.8.27　雨
移動例会　12：30点鐘
例会場　上野高校明治校舎
�点鐘：稲濱建夫会長
�司会：堀之内壯平君
�Song：「それでこそロータリー」、「思い出の渚」
�ビジターズ：なし
�ゲスト：上野高校校長　松井愼治氏。
�出席報告：①本日の出席率　94.74％　欠席者=粟辻・
南出の２君。②前々回の修正　97.37％　メークアップ=
南出（地区インターアクト年次大会）、上島（亀山）の２君。
�会長報告：＊インターアクトを通じて松井校長先生と
出会い、移動例会を明治校舎をお借りできないかとお願
いしたところ、当初は反対されましたが、何とかお借り
できて大変光栄です。＊25年前にこの校舎を明治村に
もっていく話がありましたが、残してもらえて嬉しい。
＊街中の古い建物を残して、地域の活性化にしてほしい。
�幹事報告：＊次回9/4 ガバナー公式訪問４クラブ合
同例会について。サンピアよりバスを出してもらえる
のでご利用ください。＊9/10 理事役員会変更します。
＊松井先生のお話のあと、明治校舎を見学し、最後に
記念撮影します。
�委員会報告：なし
�ニコBOX：稲濱（松井校長先生、本日、明治校舎を使
用させていただき有難うございました。卓話よろしく
お願いします）の１君。
�卓話：上野高校校長　松井愼治氏
　　　　＊ロータリークラブへの感謝。
　　　　＊県の予算がつき次第、明治校舎の耐震化工事。
　　　　＊横光利一さんの作品を美術館などに貸出。

＊松井校長先生の民間雇用までの、ご自身の
経歴。

＊上野高校SSH（スーパーサイエンスハイス
クール）の指定校の説明、県予算4500万円で
５年間の事業。
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