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「目指せ！ 彦根城世界遺産！」
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第３２１８回例会
２０１８．９．２７
開会点鐘
ロータリーソング斉唱
「それでこそロータリー」
ビジター紹介
会食・懇談
会長の時間
会員のお祝い
幹事報告
委員会報告
ニコニコ箱報告
出席報告
卓話
「心の健康とピアサポート」
担当：上ノ山眞佐子 君
閉会点鐘

今日の食事
幕の内

次回例会案内（2018.10.4）
「日本に一人の生活」
ゲスト ： 米山奨学生 グェン・クォク・バオ君
担 当 ： 米山奨学委員会

デルフィの考古遺跡（ギリシャ）
デルフィは、古代ギリシアのポーキス地方にあった都市国家。
パルナッソス山のふもとにあるこの地は、古代ギリシア世界に
おいては世界のへそ（中心）と信じられており、ポイボス・ア
ポローンを祀る神殿で下される「デルフィの神託」で知られて
いた。古代デルフィの遺跡はユネスコの世界遺産（文化遺産）
に登録されている。

お祝い
会員誕生日

田井中 徹君（９月３０日）

結婚記念日

澤田君ご夫妻（９月１５日）
杉本君ご夫妻（９月３０日）

皆出席

藤田君…４０年
岡田（建）君…３０年
安居（継）君…２４年

入会記念日

安居継彦君（平成６年９月２９日）
北村 登君（昭和５６年１０月１日）

地域別職業奉仕担当者懇談会報告
職業奉仕委員長 和田一繁
９月１７日（月）に近江八幡市総合福祉センターにて地域
別職業奉仕担当者懇談会が開催され、出席いたしました。
内容として、まず７月１５日開催されました、クラブ職業奉
仕担当者研修会出席者アンケート報告がなされました。そ
の後、２グループに分かれ、ディスカッション形式で今年度
の各クラブ職業奉仕事業や職業奉仕のあり方など意見交
換いたしました。私のテーブルは在籍１０年以上の委員長
が多く、職業奉仕はまず自社の会社を頑張る事が職業奉
仕に繋がると。また、普段会えない大企業の会長や地元名
士などの企業訪問や講演会など、ロータリアンだけの繋が
りで事業化できる可能性が大きいと。単会で無理なら、他
のクラブと連携して開催することも職業奉仕活動しながら会
員増強にもつながるなど活発な意見交換であり、大変勉強
になりました。企業訪問も親睦を兼ねた研修担当委員会と
連携しながら展開することで、新しい発見や気づきなどメン
バーの引き出しも広がり、楽しむことが続けられる秘訣であ
ると参考になりました。

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

サッカー事業会議報告
青少年委員長 赤嶺英光
９月１５日（土）午後６時より龍鱗にて、少年サッカー指導
者７名、彦根ＲＣから会長・幹事他５名、総数１２名が参加
して今年度のＲＣが支援するサッカー事業について打合
せを行いました。
はじめに安居（継）会長から彦根ＲＣにおける青少年奉
仕活動の意義について、サッカー支援事業の重要性につ
いて述べられました。その後、サッカー教室及びサッカー
大会の運営方法等の確認及び指導者の皆様からの要望
等について打合せを行いました。今年度はサッカー教室
が金亀公園から荒神山へ、サッカー大会が荒神山から多
賀B&Gへと会場が変更になることから事前準備が重要と
なることもあわせて確認しました。その後、懇親会を行い
午後８時３０分に閉会しました。
１０月８日（月：体育の日）サッカー教室、１１月１０日（土）
サッカー大会を行います。皆様のご支援宜しくお願い申し
上げます。

ベトナム友好村へ「さをり織」織り機寄贈
国際奉仕委員長 小島充子
本年度国際奉仕委員会ではベトナム友
好村に障害者の社会復帰と自立を目指
した「さをり織」の織り機の寄贈および技
術指導行います。
昨年ベトナム平和村に手洗い場設置の
事業に引き続きの事業で、昨年協定書を
結んだ「ＮＰＯ手を洗おう会」の有してい
るベトナム支部のネットワークを通じての
支援です。
すでにさをり織機はベトナムに送られて
おり、皆様作業されております。
今回は来年２月末にこの友好村に訪問
して、ベトナムとの友好関係を深めようと
予定しております。友好村には枯れ葉剤
の障害者７０～８０人が収容されていま
す。
「手を洗おう会」より昨年の平和村に設
置された手洗い場の現在の写真も送っ
てきました。美しく使われております。ここ
にご紹介いたします。
１０月９日には会長と「手を洗おう会 秋
の祭典」に参加してより交流を深めてまいります。
情報集会開催日時・場所
第１班 １０月２５日（木）１８：００～
第２班 ９月２７日（木）１８：００～
第３班 ９月２７日（木）１８：３０～
第４班 １０月 ２日（火）１８：００～
第５班 １０月 ９日（火）１８：００～
第６班 １０月２３日（火）１８：００～

ホテルサンルート彦根
龍鱗
伊勢幾
伊勢幾
せんなり亭二九食や
双葉荘

４．みんなのためになるかどうか

前回例会報告
会長の時間では、９月８日（土）野洲ＲＣのホストで大津
で開催されましたＩＭ出席の労いの言葉がありました。続
いて同日午前に開催された県下会長会議において次年
度ＩＭのホストが栗東ＲＣに決まったことや２６５０地区の組
編成が京都地区で変更されたこと等の報告がありました。
各委員会からの報告やお願いの後、米山奨学生のグエ
ン・バオ君からベトナム語講座とともにベトナム語の成り立
ちについてのお話がありました。
卓話は広報雑誌委員会委員長の御代麻
理子君による「My ROTARYのログインの仕
方と活用法」でした。マイロータリーの登録
はクラブ内８０％、入会５年以内１００％が目
標とされている中、彦根ＲＣでは上田勝之
君の尽力もあり１００％達成していることが報告されました。
登録するだけでなく各々がＳＮＳを活用してロータリーの
情報を収集したり、発信することができるよう説明に沿って
各自実際にその場でログインを試行しました。またロータ
リークラブの公式アプリも紹介され、アプリをインストール
することで国内だけでなく世界のロータリークラブと瞬時に
繋がれる素晴らしさのご案内がありました。
お客さま
グェン・クォク・バオ君（米山奨学生）
ニコニコ箱
（本日計 25,000円・累計 605,000円）
会員増強についての意見交換会が今夜から始まります。
よろしくお願いします…安居（継）君
第１組ＩＭに多数ご参加いただきありがとうございました
…安居（継）君
納涼例会ありがとうございました…近藤君
卓話の時間をいただいて…御代君
ＭＰＨＦ６回目をいただいて…北村（登）君
第２回米山功労者感謝状をいただきまして…嶋津君
今日から新しい名札になりました…安居（継）君
小さな喜び事ありました。市展日本画部門で銀座を描い
た絵が佳作を頂きました。その銀座がＮＨＫ総合テレ
ビで「日本のなまえ」で少し放映されます。9/27（木）
19：30～です。ご興味のある方はご覧下さい…小島君
誕生日を祝っていただいて…赤嶺君
妻の誕生日を祝っていただいて…浅山君
入会記念日を祝っていただいて…藤田君
彦根ＲＡＣ例会
１０月 ４日（木） 「守るべき社会のルール」 講師：秋野君
１９：３０～食事 １９：３０～例会 於．龍鱗
１０月２８日（日） 「滋賀ゾーン合同例会」
１６：００開会～ ２０：３０
於．ビバシティ ラピュタボウル 昭和食堂
他クラブプログラム予定
９月２８日(金) 長浜東ＲＣ 「月見例会」

受付なし

１０月 １日(月) 長 浜ＲＣ 「ＩＭ報告」

出席報告
ﾒｰｷｬｯﾌﾟ 出席率（％)

１０月 １日(月) 五 ・ 能ＲＣ 「合同公式訪問」

受付なし

会員数

当日出席

９月１３日
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１０月 ２日(火) 長浜北ＲＣ 「電子マネーと仮想通貨‐‐
新時代の貨幣」

８月３０日
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１０月 ２日(火) 彦根南ＲＣ 「クラブ協議会」

会報委員会
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松田充弘

上ノ山眞佐子

青木竺峰

宇佐美雅也

