
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 

 

お祝い 

会員誕生日   和田一繁君（２月９日） 

          宮川基司君（２月１７日） 

           

ご夫人誕生日 細江君ご夫人正子さん（１月２８日）  

          井の下君ご夫人弘子さん（１月３０日） 

          安居（継）君ご夫人初代さん（２月１５日）  

         

結婚記念日  田部（泰）君ご夫妻（２月７日） 

          川村君ご夫妻（２月８日） 

          上田君ご夫妻（２月８日） 

          秋野君ご夫妻（２月１０日） 

          渡邊君ご夫妻（２月１５日）    

                         

入会記念日  井の下精作君（平成２０年１月２４日） 

          小田柿喜暢君（平成２３年１月２７日） 

          安居秀泰君（平成１４年２月７日） 

          岡田建三君（昭和６０年２月７日） 

          清水克己君（昭和６１年２月２０日） 

 

ロータリーの友２月号 必見どころ 

横書き Ｐ７  特集 平和と紛争予防／紛争解決月間 

             －難民を知る 

 

縦書き Ｐ４  ２１世紀世代の人生計画 地球と私の運命 

 

幹事報告 

☆２０１９－２０年度版ロータリー手帳の申し込みがきておりま 

 す。サイズは現年度と同じサイズ（タテ17.4㎝×ヨコ8.5㎝） 

 カラーはロータリーの第一基本色・ロイヤルブルー。 

 一部６４８円。５月下旬出来上がり予定。 

 ご希望の方は２月２５日までに事務局まで。 
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イスタンブルの歴史地区（トルコ） 
イスタンブルの歴史地区はヨーロッパとアジアの接点に位置
し、ローマ帝国、ビザンツ帝国、オスマン帝国と、３つの帝国
の首都として繁栄した歴史が色濃く残ってる。遺跡公園地区、
スレイマニエ・モスクと付属保護地区、ゼイレク・モスクと付
属保護地区、イスタンブル大城壁地区の4つの保護地区が世界
遺産に指定されている。ビザンツ建築の最高傑作アヤソフィ
ア、世界で最も美しいモスクともいわれるブルー・モスク、オ
スマン帝国の栄華を感じるトプカプ宮殿などの建築は必見。 

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３２３３回例会 
２０１９．２．７ 

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 

 ｢政策について｣ 

  担当：浅山禎信 君 

閉会点鐘 

 

野菜のスープ  パン 

鮪のパネ レモン風味のノワゼットソース 

フレッシュサラダ 季節のフルーツ デザート コーヒー  

（2019.2.14）休会 

（2019.2.21）「店と私の人生」 担当：岡田眞智子君 

今日の食事 

次回例会案内  



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（％) 

１月３１日 ６３（１４） ４３（５） ０ ７９．６３ 

１月１７日 ６３（１４） ４０（６） ８ ８７．２７ 

出席報告 

他クラブプログラム予定 

第１回 Ｈ・ＲＬＩ参加報告 

                             那須賢司 

 Ｈ・ＲＬＩ（彦根ロータリークラブ・リーダーシップ研究会）

の第１回が、ホテルサンルート彦根に於いて１月３１日

（木）１７時から１９時、１０名の参加で行われました。 

 最初に安居（継）会長より、今年度もＨ・ＲＬＩを実施する

目的、意義について話がありました。続いて、本研究会の

リーダー秋野正誠君から「ロータリークラブのことを深く理

解し、次のリーダーを養成していくことが必要」と、この研

究会の趣旨を述べられました。 

 今 回 の 研 究 会 で は

「ロータリーの基礎知識

を学ぼう！！」と題して、 

①ロータリーの用語 

②ロータリーの目的 

③ロータリーの歴史 

④彦根ロータリーの歴史 

⑤ロータリーの現状 

⑥四つのテスト  

⑦ロータリーとライオンズの違いについて説明されました。 

 次回以降は、ディスカッションリーダー育成の内容とな

り、各自に事前の課題が出されました。 

 次回以降の予定は以下の通りです。研究会へのご参加

よろしくお願いいたします。 

 第２回 ２０１９年３月１４日（木）  

 第３回 ２０１９年５月１６日（木） 

    どちらも １７時～１９時 於．ホテルサンルート彦根 

 

地区職業奉仕「講演会」のご案内 

 「職業奉仕」はながらく「ロータリーの金看板」ともいわ

れ、当地区内にはこれをロータリアンであることの拠り所と

する方も少なくありません。 

 これを踏まえ地区職業奉仕委員会では、２０２０年１０月

に日本のロータリーが１００周年を迎えるに当たり、次なる

１００年に向け私たちはロータリアン個人として、またロータ

リークラブとして「職業奉仕」にどのように取り組んで行くべ

きかについて、今一度考えてみる機会とすべく、今年度の

職業奉仕講演会を下記の通り企画されました。 

 多数の会員の皆様のご参加お願いいたします。 

【日時】 ２０１９年３月２4日（日） １３：００～１６：１５  

【場所】 京都テルサホール  

【講演会】 

 講演と鼎談「ロータリーの希望、職業奉仕の可能性」 

 講師 パストガバナー 松宮 剛様 

           （RID2780 茅ヶ崎湘南RC、元RI理事）  

 講師 パストガバナー 本田博己様 

  （RID2840 前橋RC、日本のロータリー100周年ビジョン 

                   策定特別委員会委員長） 

【申込】 ２月２８日までに事務局まで 

前回例会報告 

 会長の時間では、同日夜に開催される第１回Ｈ・ＲＬＩへ

の参加呼びかけがありました。また、全国的に猛威を振

るっているインフルエンザへの注意喚起の話をされまし

た。 

 卓話の時間は、関西電力の川村嘉昭君より

「第５次エネルギー基本計画と太陽光発電 

２０１９年問題」というテーマでお話がありまし

た。 

 エネルギー政策の土台である「エネルギー

基本計画」はエネルギー需給政策の中長期的な基本方

針で、今後は昨年７月に閣議決定された「第５次エネル

ギー基本計画」を基に政策が検討されていきます。その

内容は、現在は再生可能エネルギー１０％・原子力２５％・

火力６５％で構成される電源の配分を、３Ｅ（安定供給・経

済効率性向上・環境への適合）＋Ｓ（安全性）の原則のも

と、２０３０年までに再エネ２２～２４％・原子力２０～２２％、

火力５６％程度まで変えていくというものです。それぞれに

課題があるため、解決に向けた取り組みをしています。 

 ２００９年から始まった再生可能エネルギーの固定価格

買取制度が２０１９年１１月以降、順次買取期間の満了と

なるため、同制度を利用していた人は①自家消費か、②

相対・自由契約による余剰電力の売電、のいずれかを選

択することになります。これに伴って契約変更や売電、家

庭用蓄電池に関する勧誘・セールスが急増することが予

想されるため注意が必要です。なお関西電力では２０１９

年４月以降に具体的な買取メニューを発表いたしますの

で、今しばらくおまちくださいと説明されました。 

 

ニコニコ箱 

（本日計 34,000円・累計 1,435,000円） 

Ｈ・ＲＬＩ本日第１回目よろしくお願いします…安居（継）君 

本日１７：００よりサンルート彦根にてＨ・ＲＬＩ１回目の勉強 

  会です。秋野さんよろしくお願いいたします…那須君 

卓話の機会をいただいて。よろしくお願いします…川村君 

石原さんお世話になりました。遠いセピア色の青春が帰っ 

  てきた楽しさでした…中川君 

石原さんに感謝…北村（登）君 

冬将軍 雄々しくせまる 伊吹山…正村君 

インフルエンザがはやっています…安居（継）君 

年を取ると時間の経過は早いもので満７３歳になりました 

  感動にめぐりあいたいものです…田部（泰）君 

誕生日を祝って頂いて…田部（正）君、近藤君 

結婚記念日、皆出席を祝っていただいて…宮川君 

ＳＡＡさんのお許しをいただいて…近藤君、嶽釜君 

２月 ８日(金) 長浜東ＲＣ 「人生120年を生き抜く 

            栄養学」     

２月１１日(月) 長   浜ＲＣ 「休会」      

２月１１日(月) 五 ・ 能ＲＣ 「休会」     

２月１２日(火) 長浜北ＲＣ 「休会」        受付なし  

２月１２日(火) 彦根南ＲＣ 「休会」        受付なし        


