彦根ロータリークラブ週報

２０１７～２０１８

ＶＯＬ．６６

ＮＯ．４

国際ロータリー・テーマ

ロータリー：変化をもたらす

国際ロータリー会長

イアン・ライズリー

地区テーマ

愛着と誇り

第2650地区ガバナー 田中誠二

彦根ＲＣ会長テーマ

「現在を見つめ、未来を創造する」明るく・楽しく・前向きに
彦根ロータリークラブ会長 小椋政昭

国・地域
USA・エバンストン
Evanston
地域番号
1920
6440
エバンストンは、アメリカ合衆国イリノイ州クック群の郊外自治体であり、シ
カゴの直ぐ北、スコーキーの東、ウイルメットの南に位置し、2010年国勢調査で
の人口は74,486人だった。エバンストン市内にはノースウェスタン大学などの教
育機関や国際ロータリークラブ、キリスト教婦人禁酒同盟の本部がある。
出典：Wikipedia
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会長の時間
「私の誇りに思うもの」
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
「新年度理事挨拶」
奉仕プロジェクト委員長 今村康博
財団・奨学金委員長
森 育男
「会計報告」
「会員増強について」
担当：会員増強委員会
閉会点鐘
今日の食事
幕の内

次回例会案内

戸所岩雄君（７月２２日）
小椋政昭君（８月１１日）
中居隆幸君（８月１４日）

ご夫人誕生日 戸所君ご夫人佐紀子さん（７月２１日）
藤田君ご夫人敦子さん（８月６日）
松田君ご夫人和美さん（８月１６日）

ロータリーの友 ８月号必見どころ
横書き Ｐ７ 会員増強・新クラブ結成
これまでの殻を破る
Ｐ２９ 未来のロータリアン、ロータリーの未来を語る
縦書き Ｐ９ クラブを訪ねて 高崎ロータリークラブ

８月のスケジュール
８／３ 定例理事会（１３：５０～事務局）
５ 地区ロータリー財団セミナー
（１３：００～立命館大学朱雀キャンパス）
７ 浦部謡曲教室（１９：００～千代神社）
１１ 謡曲同好会早朝夏季練成会（６：３０～大洞弁財天）
１９ 第１回社会奉仕委員長会議
（１３：３０～リーガロイヤルホテル京都）
２１ 浦部謡曲教室（１９：００～千代神社）
２４ 会長杯ゴルフコンペ（彦根ＣＣ）
納涼例会（彦根駅１８：４５集合）
３１ 謡曲同好会お稽古
（１３：４０～彦根ビューホテル）

（2017.8.10）休会
（2017.8.17）担当 ： 那須賢司君
認 証 1952年10月27日
例 会 毎週木曜日 12時30分～13時30分
例会場 彦根ビューホテル TEL 0749-26-1111
事務局 〒522-0063 彦根市中央町3-8 彦根商工会議所３階
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高松ＲＣ創立８０周年報告
親睦活動委員長 上田勝之
７月２７日（木）姉妹クラブである高松ＲＣ創立８０周年記
念式典に２１名で参加いたしました。
記念式典は、高松ＲＣ合田会長から開会の辞より始ま
り、来賓祝辞として国際ロータリー第２６７０地区柳澤ガバ
ナー、大阪ＲＣ会長に次いで彦根ＲＣ小椋会長より高松藩
松平頼聰公の正室として彦根藩井伊直弼公次女弥千代
姫が嫁がれた経緯により、姉妹城都市となり、ＲＣも姉妹ク
ラブとなったことや彦根城築城４１０年祭のＰＲに大河ドラ
マ「おんな城主直虎」について話されました。また、大久保
市長からの親書をお渡ししたところ司会者より、代読して
頂けました。第二部からは、慶應義塾大学の中室牧子准
教授の記念講演「教育に科学的(エビデンス)根拠を」を拝
聴しました。教育再生実行会議にも参加されており、その
中でも主観的な話があり、科学的根拠がなく予算額も少
ないと説明がありました。全国学力テストの結果について
も役人だけで、研究者には開示されないとのこと。教育に
は幼児教育が大切で、その中でも非認知能力を向上する
ことが内外ともに効果が高いと説明されました。
翌日、観光組１２名は小豆島の定期観光バスを利用し、
寒霞渓や二十四の瞳映画村などを観光しました。また、ゴ
ルフ組は高松ＲＣ・帯広西ＲＣと混合で暑い中でしたが楽
しみました。チーム対抗では１位に僅かの差で彦根ＲＣは
２位となりました。石原君が個人３位とその他にも上位入賞
され面目躍如でした。
この度の記念式典に参加し、高松ＲＣとの絆が更に深
まったことを実感しました。帯広西ＲＣとも友好を図ることが
出来ました。

新会員紹介
７月２０日新しく入会されました新会員をご紹介します。
うえにし のぶあき

上西 信昭 君
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滋賀ブロック米山奨学生集会報告
カウンセラー 嶋津慶子
７月４日（火）クサツエストピアホテルで行われ、涂さんと
出席しました。委員長挨拶の中でカウンセラーのいること
が他の奨学生と米山奨学生の大きな違いだと聞き、その
後、ロータリー米山記念奨学生ＤＶＤ「心つないで世界
へ」の上映がありました。奨学生だった留学生が日本でま
た母国で奨学生として学んだロータリーの精神を伝える活
動をしている人が多くいることを知りました。中国からの奨
学生が日本に恩返しの心から中国全土の学友会を立ち
上げ、「中国に日本の心を伝えることが世界に日本の心を
伝えることになる」と頑張っている姿も見ました。
その後、当日の目的のひとつである１０月の米山月間に
県内で奨学生を受け入れていない１１クラブに奨学生が
卓話に行くため、当番を決め、涂さんは１０月２日に長浜Ｒ
Ｃへ行くことが決まりました。
懇親会では４月に出会った奨学生と同じテーブルで和
気あいあいと楽しい時間があっという間に過ぎ、私も日本
と中国の作法の違い、料理法の違い等々、身近な話です
が、日本で暮らす奨学生の大変さも感じ取ることができま
した。

国際奉仕セミナー報告
国際奉仕副委員長 岡田建三
７月２２日（土）午後２時より京都商工会議所３階講堂で
行われました。先ず田中ガバナーの挨拶、浦島国際奉仕
委員長の趣旨説明がありました。その後、世界保健機関
技官の矢島綾様より顧みられない熱帯病、ラオス住血吸
虫病の現状、制圧・対策に向けた取り組みに対する事業
の提案（１１月実施予定）があり、また、㈱ＨＩＳの北川所長
より行程説明が行われました。別にトンガポリオミッション
（２月実施予定）が地区国際奉仕委員会アドバイザー松原
六郎氏（福井フェニックスＲＣ）により現在の進行状況を説
明されました。前半は今年度事業の説明、後半はグロー
バル補助金を使った国際奉仕事業で近江八幡ＲＣの岡
村遍導氏（地区国際奉仕副委員長）よりモンゴル・ウラン
バートルでの事業を報告されました。

ＲＬＩパートⅠ研究会に参加して

ワインクラブ報告

会長エレクト 安居継彦
７月２３日（日）京都文教学園において開催されました
ＲＬＩパートⅠに参加しました。
９時４５分開会、田中ガバナー、富田パストガバナー、中
澤パストガバナーが挨拶されました。
１０時１５分から１時限目で、セッション「① リーダーシッ
プの本質をつかむ」から討論が始まりました。６人の受講
生と３人のＤＬ講師で５０分討論しました。２時限目は「④
財団Ⅰ私たちの財団」、昼食の後、３時限目「⑥ 奉仕プロ
ジェクトを創造する」、４時限目「② 私のロータリー世界」、
５時限目「③ 米山記念奨学事業」、６時限目「⑤ 会員を引
き込む」まで同じ形式で討論を行いました。終了は１７時
でした。
時限ごとにメンバーが変わるので、各クラブの会長エレク
ト等から奉仕活動や会員増強、クラブの現状など話を聞く
ことができ大変勉強になりました。次年度の運営に役立て
ていきたいと思います。次回、パートⅡは、９月３日に開催
されます。

上田勝之
７月１３日（木）龍麟にてワインクラブ第７回例会を開催い
たしました。
今回は１８世紀以前からの歴史をもつ名門シャトーによ
る ボ ル ド ー ワ イ ン の 中 か ら デ ュ・ク ロ ス 2012、マ レ ー ヌ
2015、デュ・クロス・トラディショナル2011、モントロー2014、
ブロンド・デュ・テルトル2014、ラ・ロカイユ2015の６種類を
ご用意して頂きました。それぞれに違いがあり、皆が思い
思いの感想を話しながら美味しい中国料理と共に堪能し
ました。
今 回 は 秋 野 会 長 よ り、シ ャ ン パ ー ニ ュ・パ ス カ ル・ル
ジューヌ・レゼルブ1級を特別にプレゼントしてくださり、コ
ルクが飛び出るハプニングがありましたがさすがに美味し
いシャンパンでした。また、現在購入可能な格付けビン
テージワインの紹介をしていただきましたが、いつかは飲
んでみたいと思いました。

第１回青少年奉仕担当者会議報告
青少年委員長 角田 仁
７月２３日(日)京都メルパルクにて青少年奉仕担当者会
議が開催され、出席してまいりました。
田中ガバナーの開会点鐘、開会宣言、挨拶後、青少年
奉仕グループ委員会より、「新世代のための会議」趣旨説
明・ＲＹＬＡ概要、インターアクト、ローターアクト、青少年
交換プログラムについての地区各委員長より、現在の活
動報告、現況、問題点などの報告がありました。
その後、分科会があり、Ａ～Ｆの６グループに分かれ、私
はＤグループに振り分けられ、グループディスカッションし
ました。１１クラブの今年度の活動計画が発表されました
が、ほとんどが、バレーボール・サッカー・野球・ミニバスの
冠杯や後援、支援が半数でした。他には、市議会事務局
を巻きこんでの子供議会(長浜)、地元高校の就職希望者
の模擬面接(鯖江)、地区の高校生に奨学金を渡す(京都)
等活動計画があり、意見交換会では、事業がメダルやお
金を「渡す」だけになっていないか、本当に準備や後片付
けを青少年とロータリアンが一緒になってやっているの
か、本当に本音で話や対話ができているのか、「新世代の
ため会議」になっているのか、いろいろな意見がでました。
また、交換留学生については文化の違いからの苦労話や
裏話も聞けました。
尚、２０１７－２０１８年度ＲＹＬＡは２０１８年５月１８日～２０
日に滋賀県近江八幡の休暇村で行われます。

「ゆかた会」報告
謡曲同好会 中川勝晴
７月１６日（日）午後６時より双葉荘さんに於いて恒例「ゆ
かた会」を開催しました。
今年は残念ながら山崎ご夫妻や田井中順次さん方の欠
席がありましたが、会員の１１名、ご夫人方７名の参加があ
り、盛会となりました。
曲目はまず、「竹生島」を全員で連吟し、続いて「頼政」
（平家物語より取材、宇治川の合戦と頼政の最期の物語）
と「胡蝶」（源氏物語の「胡蝶の巻」に拠ったもので、気品
ある情緒のある曲）をそれぞれ役を決め謡い上げ、附祝
言として「・・・尽きせぬ宿こそめでたけれ」と「猩々」で謡い
納めとしました。
我が謡曲同好会は、多くの先人達の熱意により創部４５
年となりますが、会員の高齢化が進み、継続に一抹の不
安を覚えております。若い皆さん方の入部を待ち望んで
おります。

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

前回例会報告
例会に先立ち新会員の入会式
が行われました。（有）アップ・U彦
根の上西信昭君、アケボノ特機
（株）の澤田和重君が入会され、
小椋会長よりバッジが授与されま
した。
会長の時間では小椋会長より７月に入りまして初例会、
ガバナー公式訪問とまだ地に足がつかない中、皆様のお
力を得て無事終了することができましたと感謝の言葉を述
べられました。
本日の「私の誇りに思うもの」は杉本克実君。
子供も一人前になった今一番の関心事は歯
科医院の仕事です。この先１０年、１５年この仕
事を続けて行くにはバランス良い食事、睡眠
そして継続的な運動が大事です。診療後近く
のジムで1時間半ほど汗を流しておりますが、その成果か
年に一度の人間ドックの値がほとんど許容範囲に収まっ
ているのは少しばかりの自慢ですと話されました。
本日の卓話は新年度理事挨拶。
まず初めに嶋津公共イメージ委員長から「ま
ずロータリーの友の購読は義務となっており、
本年度は月初めに見どころをご案内します。
本年６５周年を迎えますが地域の皆様にＲＣ
活動を理解して頂いているとは言い難い状況
です。ＲＣの魅力を伝えることができれば入会者も増えると
思います。今年度も各メディア対応、クラブHＰへの週報の
掲載、Facebook、地区ＨＰ、ロータリーセントラル等活用し
広報活動行います。」
続いて上田クラブ管理運営委員長から「クラ
ブ管理運営委員会ですが、今年はＲＩ会長賞
を獲得する大きな目標があります。例会はもと
より特に奉仕事業への積極的な参加をお願い
します。ニコニコ委員会は２７０万円を目標とし
ています。プログラム委員会からは原則３年以内に卓話の
無かった会員から名簿順にお願いします。卓話は本人卓
話でお願いします。出席委員会からはＲＣの原点は例会
出席です。欠席の際は他クラブ例会出席、Ｅクラブでメー
キャップして頂きたい。親睦活動委員会については納涼
例会はじめ様々企画ありますが、やはり原点である例会の
中で出席者やゲストにおもてなしを感じてもらえる運営を
心掛けて参ります。」
最後に西村会員組織委員長から「ＲＣの基
盤である会員組織を強化するためにはまず
会員増強と考えております。今年度はＲＩ会長
賞を目指すという方針が打ち出されましたが、
その項目の中で最も難易度が高いものが会
員増強です。５月の時点から会員増強を意識し取り組ん
だ結果、公式訪問時に新会員を迎えることができました。
皆様のご協力をお願いいたします。」とそれぞれ挨拶され
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

ニコニコ箱
（本日計 98,000円・累計 362,000円）
入会御礼…上西君
本日より入会いたしまして。よろしくお願いします…澤田君
上西君、澤田君の入会を祝して…小椋君
新入会員をお迎えして。上西さん、澤田さんおめでとうご
ざいます…田井中（徹）君
上西さん、澤田さん、ご入会いただきましてありがとうござ
います。よろしくお願いいたします…和田君
上西様、澤田様ご入会おめでとうございます…西村君
安居（継）君、安居（秀）君
上西君の入会を祝し…瀧沢君、石原君
新年度もよろしくお願いします。澤田さんようこそ彦根ロー
タリーへ…小田柿君
田部（正）さん、新年度開始早々大変お世話になりました
…石原君
本日２分間スピーチの機会を与えられありがとうございま
す…杉本君
公式訪問皆様のお力で無事終わりました。感謝です
…小椋君
小椋会長お世話様です。宮川前会長お疲れ様でした
…細江君
新年度もよろしくお願いします…石原君
梅雨も明けて夏本番を迎えました…田部（泰）君
梅雨明け！…藤岡君
ベネファクターになりまして…田井中（徹）君
マルチプルＰＨＦ６回目頂いて…小菅君
誕生日を祝っていただいて…安居（継）君、田井中（順）
君、上田君、小菅君
妻の誕生日を祝っていただいて…青木君、安居（秀）君、
中居君
雷太郎さんの誕生日を祝って頂いて有難うございます
…御代君
皆出席を祝っていただいて…那須君、角田君
ＳＡＡのお許しをいただいて…片岡君

彦根ＲＡＣ例会
８月 ３日（木） 「所信表明例会」
１９：３０～食事 ２０：００～例会
８月１７日（木） 「ゾーン代表訪問例会」
１９：３０～食事 ２０：００～例会

於．千代神社
於．千代神社

他クラブプログラム予定
８月 ４日(金)

長浜東ＲＣ 「成果ある会員増強拡大を
目指して！」

８月 ７日(月)

長 浜ＲＣ 「私のロータリー観」

８月 ７日(月)

五 ・ 能ＲＣ 「会員卓話」

会員数

当日出席

７月２０日

６３（１６）

４３（６）

０

８１．１３

８月 ８日(火)

長浜北ＲＣ 「休会」

受付なし

７月 ６日

５９（１６）

４０（６）

３

８７．７６

８月 ８日(火)

彦根南ＲＣ 「移動例会」

受付あり

会報委員会

／

赤嶺英光

近本和也

大塚義和

渡邊僖子

