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第３２３８回例会
２０１９．３．２８
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
｢地球人としての国際奉仕｣
ゲスト：
手を洗おう会 理事長
古屋典子 氏
大阪経済大学 客員教授 古屋昭彦 氏
担 当：国際奉仕委員会
閉会点鐘

今日の食事
幕の内

次回例会案内（2019.4.4）
花見例会
１２：３０～

於．大洞弁財天 長寿院

アーヘン大聖堂(ドイツ)
アーヘン大聖堂は北部ヨーロッパで最古の聖堂で、「皇帝の大
聖堂」とも呼ばれており、カロリング朝フランク王カール大帝
が埋葬されている。786年、カール大帝により大聖堂の前身と
なる宮殿教会の建設を始まり、814年に皇帝が死去すると、そ
の遺体は大聖堂に埋葬された。現在でもその遺骨は残されてい
る。936年から1531年までは、玉座が設置された場所で30
人の神聖ローマ帝国の皇帝の戴冠式が行われていた。また、11
世紀にカール大帝の霊安室を開けてみたところ、大帝の遺体は
ローブをまとって玉座に座り、戴冠し、福音書を膝に乗せた状
態で、きわめて良好な保存状態だったそうである。

お祝い
会員誕生日
澤田和重君（３月２６日）
ご夫人誕生日 小椋君ご夫人紀代子さん（３月２７日）
結婚記念日
青木君ご夫妻（３月２８日）
上西君ご夫妻（３月２９日）
岡君ご夫妻（４月２日）
大森君ご夫妻（４月９日）
井の下君ご夫妻（４月１０日）
皆出席
杉本君…１５年 渡邊君…１３年
小島君…１３年
入会記念日
小椋政昭君（平成１６年３月１１日）
渡邊僖子君（平成１８年３月３０日）
小島充子君（平成１８年３月３０日）
宇佐美雅也君（平成２４年４月５日）
本庄秀樹君（平成２３年４月７日）
会員増強アクション会議報告
次年度幹事 本登忠雄
３月２日（土）京都リサーチパークにおいて会員増強アク
ション会議が開催され、宮川次年度会員組織理事と出席し
ました。中川ガバナーの開会点鐘に始まり、岡嵜会員増強
拡大委員長の趣旨説明に続き、高島凱夫第３ゾーンロータ
リーコーディネーターによる「会員増強について」講話があ
り、他の国々と比べ日本ではまだまだ女性会員の数が少な
く、女性会員の入会を促進することや、特長を生かしたクラ
ブ運営をすることによって、入会候補者がクラブを選んで入
会する時代が近々やってくる。将来に対する「備え」のないク
ラブはおいて行かれると話されました。第２部ではコーディ
ネーターの馬場副委員長が会員増強についてのアンケート
集計結果報告書に基づき、クラブの現状と課題に始まり、ク
ラブ運営の柔軟性について等報告されました。大変興味の
ある内容で資料を事務所において一度目を通して下されば
と思います。その後、佐竹ガバナーエレクトによる講評、中川
ガバナーの閉会点鐘にて３時間半の会員増強アクション会
議が終了しました。

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

地区職業奉仕講演会に参加して
次年度職業奉仕委員長 上西信昭
講演１． 講師 松宮 剛パストガバナー
（元ＲＩ理事・ＲＩＤ２７８０茅ヶ崎湘南ＲＣ）
テーマ 『今、ロータリーを問い直す』
講演２． 講師 本田博己パストガバナー （前橋ＲＣ）
テーマ 『「奉仕の理念」がﾛｰﾀﾘｰの根幹です』
講演１では、行動へと駆り立てる意思（熱意）
１．会員は固有の事業や専門職種における唯一の代表者
（同業者排除）
２．話し合う場所の共有（例会会場）
どうすれば、今の職業奉仕が向上するか？を問われて
いた。
講演２では、極端な日本の『職業奉仕』論としていくつか
の課題点が挙げられた。
＊職業奉仕はロータリーの金看板
＊報酬を得るサービスが職業奉仕。無報酬のサービス
は社会奉仕。職業奉仕についてたくさんの事例を挙げて
の話でした。
私は経験が少ないので、このセミナーに参加して数々の
教えを受けて、今後の参考になるように努めたいと思いま
す。
理事会報告（2019.3.7）
１．退会会員の件
中居隆幸君が転勤のため３月１４日で退会
上ノ山眞佐子君が業務多忙のため３月末日で退会
２．千本桜植樹の件
近江鉄道様から５本、フジテック様から２本希望。
３．花見例会の件
４月４日（木）１２：３０～ 於．大洞弁財天 長寿院
４．写生大会協賛の件 雑費より１万円拠出
５．彦根市少年少女吹奏楽団定期演奏会協賛の件
雑費より１万円拠出
６．ＲＹＬＡ受講生の件
石原産業㈱勤務の池上 航君に決定
前回例会報告
会長の時間では、まずガバナー補佐の公式訪問例会で
あることが告げられました。岡田建三ガバナー補佐から
は、ガバナー補佐としてクラブ協議会、公式訪問、後半の
クラブ訪問と年３回訪問することになっているための訪問
ですが、毎回出席しているクラブでもあり伝統あるクラブで
もあるので、特に言うべきこともありませんのでゆっくりお過
ごしくださいと挨拶がありました。続いてキリンビール中居
隆幸君から３月末転勤に伴う退会の挨拶がありました。新
任地の福岡でもＲＣ入会の引き継ぎを受けておられるとい
うことで、今後もロータリアンとしての活動が期待されます。
卓話は石原成郎君の「私の生業」でした。
石原君は入会して１８年になり、これまでも数
回「私の生業」と題して卓話を担当されてお
り、その時々の会報（例会報告）が資料として
配布されました。
出席報告
ﾒｰｷｬｯﾌﾟ 出席率（％)

４．みんなのためになるかどうか

今回の卓話では、ご両親から始まった飲食業、旅館業の
紹介から遊技場経営を経て、現在主に取り組んでいる事
業の紹介がありました。ＪＲ彦根駅前の中華レストラン「龍
鱗」は創業４０年を迎えたそうです。フランチャイズのリハビ
リ事業に参入していた時期もありましたが制約も多く撤退
されました。ご両親が始められた石原産業は創業６１期を
迎え、石原君は現在取締役社長兼会長です。現在は「龍
鱗」彦根店、草津栗東店、「牛角」長浜店、ベビーフェイス
プラネッツ、横浜家ラーメン「一魂屋」、「いちばん珈琲」等
１０件程の飲食店を展開されています。石原産業を始め、
４つの会社の代表取締役を務めておられますが、その役
割はお客様対応の最終的なクレーム処理と銀行借入金
の個人保証人になることと話され、次の事業後継者を育て
ることも代表者としての仕事の５０％を占めるという考えを
話されました。
お客さま
岡田建三氏（ガバナー補佐）
ニコニコ箱
（本日計 62,000円・累計 1,786,000円）
本日はガバナー補佐として出席させて頂いております
…岡田ガバナー補佐
本日の例会が最後となりますが、３年間お世話になりあり
がとうございました…中居君
岡田ガバナー補佐をお迎えして…安居（継）君、那須君
中居さんご栄転おめでとうございます。お世話になりまし
た…安居（継）君
本日、ＨＲＬＩ２回目、秋野さん出席の皆さんよろしくお願
いします…安居（継）君
本日１７時よりサンルートにてＨＲＬＩ勉強会２回目を開催し
ます。参加よろしくお願いします。秋野さんよろしくお願
いいたします…那須君
第４８回米山功労クラブの感謝状をいただいて
…安居（継）君
石原さんいつもお世話になり有難うございます…中川君
卓話の機会をいただきましたことに感謝して…石原君
忘れるな！ 陸国の祈り 春を待つ…正村君
誕生日を祝っていただいて…小田柿君、松田君
主人の誕生日を祝っていただいて…上ノ山君
結婚記念日を祝っていただいて…岡田（建）君、田部
（正）君、松田君
結婚記念日を祝っていただいて。４４回目です…角田君
彦根ＲＡＣ例会
４月 ４日（木） 「お花見例会」
１９：３０～例会
於．彦根城
４月１８日（木） 「カロム例会」
１９：３０～食事 ２０：００～例会 於．龍鱗

他クラブプログラム予定
３月２９日(金)

長浜東ＲＣ 「休会」

受付なし

４月 １日(月)

長 浜ＲＣ 「ながはま21市民会議と
まちづくり」

４月 １日(月)

五 ・ 能ＲＣ 「休会」

会員数

当日出席

３月１４日

６４（１３）

４５（７）

１

７７．９７

４月 ２日(火)

長浜北ＲＣ 「剣道を通じ子ども達を育成」
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４月 ２日(火)

彦根南ＲＣ 「花見例会」
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