
国際ロータリー・テーマ 

 インスピレーションになろう       
          国際ロータリー会長 バリー・ラシン 

地区テーマ 

 ロータリーを学び、実践し、発信しよう 
           ；Enjoy Rotary 
         第2650地区ガバナー 中川基成 

理事会報告（2018.8.30） 

１．情報集会開催の件 

   テーマ 「みんなでロータリーを目指して」 

     ・本年度対外事業の確認と事業内容について 

     ・会員増強について 

   開催は９～１０月、１１月１５日例会にて発表 

２．「フードバンクひこね」活動支援の件 

   小麦アレルギーの子どもへの対応のため 

   製粉機を寄贈 

３．少年サッヵー事業会議開催の件 

   ９月１５日（土）龍鱗にて開催  

   サッカー委員会より１２名参加 

４．第７回少年サッカー教室開催の件 

   １０月８日（体育の日）９：００～荒神山公園多目的広場 

   参加者はメーキャップ扱いとする 

５．手を洗おう会主催の秋の祭典参加の件 

   １０月９日（火）ウェスティンホテル東京にて２名参加 

   会費と交通費一部を補助 

６．暮らしのアイデア展協賛の件 

   雑費より４０００円拠出 

 

会員増強についての意見交換会 開催日 

◇Ａ班 ９月１３日（木）１８：００～於．レストラン千成亭 

        送迎バス １７：４０ 会議所 

◇Ｂ班 ９月２２日（土）１８：００～於．レストラン千成亭 

        送迎バス １７：３０ 彦根駅西口 会議所経由 

◇Ｃ班 ９月１３日（木）１８：３０～於．ホテルサンルート彦根 

◇Ｄ班 ９月２０日（木）１８：００～於．龍鱗 

◇Ｅ班 ９月２１日（金）１８：３０～於．伊勢幾 

 ☆できるだけどこかの班にご出席お願い 

   いたします。 
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福建土楼（中国） 
福建省南西部の山岳地域にある、客家その他の人々による独特

の版築建築物。12世紀から20世紀にかけて建てられたものが

ほとんどである。土楼は通常、外部立ち入り禁止の大きな建物

で、長方形か円形をしており、厚い土壁（180センチ以上）と

木の骨格から成り、高さは3階か5階、80家族以上が生活して

いる。これらは「生活と防衛を集団で行う組織の、特徴的な伝

統的建築と機能の例として、またその環境と調和したあり方に

関して」優れた点が認められ、2008年、ユネスコの世界遺産

に登録された。 

彦根ＲＣ会長テーマ 

  笑顔でロータリー みんなでロータリー 
       彦根ロータリークラブ会長 安居継彦 

 
 

第３２１６回例会 
２０１８．９．６  

＜納涼例会＞ 

開会点鐘 

君が代斉唱 

ロータリーソング斉唱「奉仕の理想」 

４つのテスト唱和 

ビジター紹介 

会長の時間 

 幹事報告 

 委員会報告 

 ニコニコ箱報告 

 出席報告 

閉会点鐘    

       於．滋賀銀行彦根支店   

＜見 学＞     

  

＜懇親会＞  於. 伊勢幾 

 

特別お料理 

「Ｍｙ ＲＯＴＡＲＹのログインのしかたと活用法」 

担当 ： 広報雑誌委員会 

今日の食事 

次回例会案内（2018.9.13） 

「目指せ！ 彦根城世界遺産！」 



四つのテスト 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 

会報委員会  ／  松田充弘  上ノ山眞佐子  青木竺峰  宇佐美雅也 

 会員数 当日出席 ﾒｰｷｬｯﾌﾟ 出席率（％) 

８月３０日 ６４（１５） ４３（７） ３ ８２．１４ 

８月 ９日 ６４（１５） ４９（９） ５ ９３．１０ 

出席報告 

他クラブプログラム予定 

＜滋賀ブロック＞米山奨学委員長会議報告 

                  米山奨学委員長 渡邊僖子 

 去る９月１日（土）午後２時から滋賀ブロッククラブ米山奨

学委員長会議が滋賀大学大津サテライトプラザで開催さ

れました。 

 まず、磯田地区米山奨学委員長の挨拶、続いて１９９６

年奨学生だった韓国の金氏がその後、福祉を中心に活

躍されている様子のＤＶＤを鑑賞してから会議に入りまし

た。本年度活動計画、米山寄付実績報告、来年度奨学

生採用予定、米山月間の日程等報告されました。毎月配

布される「ハイライトよねやま」の購読を依頼されました。最

後に各委員から現状報告と意見交換がなされました。 

２６５０地区の実績は、個人平均寄付額全国６位、今年度

寄付額１位、また現時点で彦根ＲＣは個人平均寄付額が 

２３９５３円で未達成クラブにランキングされ、少し残念に思

いました。 

 

ブレス しあわせの呼吸 

 １９５８年にポリオに罹患した英国人ロビン・カベンディッ

シュの生涯を描く。体にまひ障害を引き起こすポリオ（急

性灰白髄炎）の悲惨さと、障害を抱えながら懸命に生きる

男性の実話を描いた新作映画『Breathe（原題）』（邦題『ブ

レス  しあわせの呼吸』が、２０１７年１０月に米国で公開さ

れ、日本では２０１８年９月７日に全国ロードショー。配給：

KADOKAWA）。この映画のプロデューサーである息子の

ジョナサン・カベンディッシュさんは、ロータリーと共にポリ

オ撲滅活動への認識向上に努めています。ロンドンで開

かれた欧州プレミアで「（同作は）最も高くついたホーム

ムービー」と冗談まじりに語ったジョナサンさん。ご自身も

また、この映画の登場人物として描かれています。 

「この映画に込められたメッセージは、支えてくれる人が近

くにいれば何ごとも成し遂げられる、ということ」とジョナサ

ンさん。「最愛の人との関係にすべてを捧げれば、人生は

より美しく、素晴らしくなるのです」 

 劇場へどうぞ。         ロータリー財団委員会より 

 

前回例会報告 

 会長の時間では、本年度、彦根ローターアク

トクラブの幹事であり、安居会長のご長男でも

いらっしゃる安居佳彦君より、９月９日（日）に

長浜西友楽市店にて行われる献血事業につ

いてのＰＲをしていただきました。アクトの日と

して、県内各クラブとともに、ローターアクトクラブの活動紹

介もされるということで、ロータリークラブの皆さんにも顔を

出して下さいとのお願いでした。 

 ◇アクトの日 献血 

  日時 ９月９日（日） 午前の部 １０：００～１２：００ 

               午後の部 １３：００～１５：００ 

  場所 長浜西友楽市店 

   ４００ｍｌ献血・成分献血にご協力をお願いします 

   ご家族、お友達と一緒に！ 若い力が必要です！ 

 卓話の時間には、藤岡聖和君より、「新しい

情報通信時代の流れ～社会の発展とＩＴＣの

かかわり～」と題し、情報通信のトレンドが社

会発展に与える影響についてのお話をいた

だきました。 

 今年は黒電話が登場して今年で１２８年目に当たるとい

うことで、まずはじめに、その間に起こった情報通信業界

を取り巻く環境の変化についての話をいただきました。次

に、最近急速に普及しているスマホが私達の生活にどの

ような変化をもたらしているのかを、様々な事例を具体的

なデータや動画などを交えてわかりやすくご説明いただき

ました。また、今後は、ＡＩやＩＯＴなどの普及によって、

様々な社会的課題の解決にＩＴＣが活用される場面がもっ

と増えてくるという話もありました。最後に、これからの社会

発展のポイントとして、利用者の視点からは「一瞬でわか

ることや人間の感性に訴えることがますます重要になる」、

社会的な視点からは「ビッグデータでバーチャル社会とリ

アル社会はつながる（ビッグデータを現実社会に活かすこ

とで「リアル社会」が発展）、また、企業発展の視点から

は、「異業種の協業（コラボ）×ＩＴＣで新たなビジネスが拡

大していく」をあげ、本日の卓話のまとめとされました。 

 

お客さま 

安居佳彦君（彦根ＲＡＣ） 

 

ニコニコ箱 

（本日計 44,000円・累計 503,000円） 

ローターアクト幹事 安居佳彦君、アクトの行事の案内ご 

  苦労様です…大舘君 

ローターアクトの献血にご協力をお願いします 

  …安居（継）君 

第１回日本の歴史を学ぶ会、多数の皆さんご参加下さい 

  …小椋君 

理事・役員会よろしくお願いします…安居（継）君 

本日は卓話の機会を頂きましてありがとうございます 

  …藤岡君 

８／２出席率１００％達成ご協力ありがとうございました 

  …那須君 

すすきが野 雲が波立つ 霧ヶ峰…正村君 

米山功労者感謝状ありがとうございます…岡田（眞）君 

８３才の誕生日を祝っていただいて…岡君 

誕生日を祝っていただいて…中川君 

妻の誕生日を祝って頂いて…藤岡君、小菅君、杉本君 

結婚記念日を祝っていただいて…本登君 

皆出席を祝って頂いて…小椋君、岡田（眞）君、本庄君 

入会記念日を祝っていただいて。今後ともよろしくお願い 

  いたします…川村君 

９月 ７日(金) 長浜東ＲＣ 「長浜市地域おこし協力隊の 

      活動から見た長浜」   

９月１０日(月) 長   浜ＲＣ 「クラブ協議会」 

９月１０日(月) 五 ・ 能ＲＣ 「移動例会」     受付あり        

９月１１日(火) 長浜北ＲＣ 「イニシエーションスピーチ」           

９月１１日(火) 彦根南ＲＣ 「映画のあるまちづくり」       


