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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
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台北市は台湾経済の中で金融、メディア、通信の中心地としての地位を占
めている。産業方面では経済の急速な発展により市民の所得が増大し、高い
消費能力とそれに付随する産業の発展が特徴であり、サービス業などの第三
次産業が台北経済の9割を占めるようになっている。特に小売業では人口当た
りのコンビニの店舗数が世界一となっている。
出典：Wikipedia

第３２００回例会

お祝い
会員誕生日

２０１８．４．２６
開会点鐘
ロータリーソング斉唱「我らの生業」
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
「世界遺産の基礎知識」
ゲスト：世界遺産アカデミー認定講師
森瀬 英司 氏
担 当：プログラム委員会
閉会点鐘

藤岡聖和君（４月２７日）
小島充子君（４月２９日）
角田 仁君（４月３０日）
瀧沢隆司君（５月４日）
岡田眞智子君（５月４日）
吉原 保君（５月７日）

ご夫人誕生日 秋野君ご夫人和子さん（４月２２日）
田井中（徹）君ご夫人純子さん（４月２７日）
今村君ご夫人幸代さん（４月２９日）
本登君ご夫人直子さん（５月７日）
結婚記念日

清水君ご夫妻（４月２６日）
小田柿君ご夫妻（４月２７日）
上ノ山君ご夫妻（４月２７日）
御代君ご夫妻（４月３０日）
細江君ご夫妻（５月３日）
近藤君ご夫妻（５月６日）

皆出席

宇佐美君…６年
嶽釜君…３年

新米山奨学生紹介
今日の食事
季節野菜のポタージュスープ
牛肉のストロガノフ風
グリーンサラダ
３種のケーキとプリンの盛合わせ
パン

次回例会案内

グェン・クォク・バオ 君

２３歳
大 学
長浜バイオ大学
バイオサイエンス専攻 ３年
母 国
ベトナム Ｓｏｃ Ｔｒａｎｇ市
奨学期間 ２０１８年４月～２０２０年３月
カウンセラー 青木竺峰君

（2018.5.3） 休会
（2018.5.10）「黄檗について」担当：青木竺峰君
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
TEL 0749-23-2101 FAX 0749-26-9272
E-mail：hikonerc@topaz.ocn.ne.jp http://www.hikone-rc.org/
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安居継彦
田井中 徹
安居秀泰
岡田建三

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

県下ＲＣ合同親睦ゴルフ大会報告
ゴルフ同好会会長 大舘康伸
４月２０日(金）彦根カントリー倶
楽部にて第７４回県下ＲＣ合同親
睦ゴルフ大会が彦根南ＲＣとのホ
ストにより行われました。当クラブ
からは秋 野、上 西、大 森、片 岡、
田 部（泰）、赤 嶺、澤 田、田 井 中
（徹）、嶽釜、大舘の１０名が参加
しました。雲一つない晴天で’成
績の悪さ’が天気のせいに出来ないほどのゴルフ日和で
した。第７６回は当クラブがホストになっており、運営方法
などのリサーチも兼ねての参加になりました。田井中君が
腰痛のため、ハーフ終了時にリタイア、大森君が脚の違和
感により１４ホール終了時点でリタイアというアクシデントが
発生しました。主だった成績ですが、秋野君が壮年部で
準優勝（OUT４３ ＩＮ４５）という好成績を収められました。
団体戦はけが人が発生するというアクシデントに見舞われ
ましたが、前回に引き続き３位という成績を収めました。来
年の春の開催は彦根ＲＣの担当になっておりますので皆
様のご協力をお願いいたします。
前回例会報告
カウンセラーの青木君から
米山奨学生グェン・クォク・バ
オ 君 の 紹 介 が あ り ま し た。
「グェン・クォク・バオ君は長
浜バイオ大学のバイオサイ
エンス専攻３年生です。日本
に来て４年、日本語もペラペ
ラです。」続いてグェン・クォ
ク・バオ君より「こんにちは。初めまして。バオと呼んでくだ
さい。ベトナムから来て４年、趣味はバレーボール、あまり
上手ではありませんが歌を歌うことも好きです。日本語ま
だまだですが、これからよろしくお願いします。」
小椋会長から「本日は今までになく多くの出席いただい
ております。今年度残り２ヶ月ですので引き続き出席よろ
しくお願いします。本日はベトナムから米山奨学生のバオ
君が来ています。彦根ＲＣは奉仕活動を行っています。昨
年１２月にはベトナムのハノイ平和村のトイレ、手洗いの設
置を行いました。バオ君にも奉仕活動に精力的な参加を
お願いします。」と話されました。
本日の私の誇りに思うことは角田 仁君。添
乗員時代には４７都道府県すべての県で宿泊
しました。日本は火山国で３０８４か所の宿泊
できる温泉施設があります。北海道が一番多
く二番が長野県、当然火山のない沖縄はあり
ません。そんな中で、まだ行っていない温泉があります。
茨城県と埼玉県と福岡県の温泉にはまだ泊まっていませ
ん。会社をリタイヤしたらなんとか袋田温泉、秩父温泉、博
多温泉の３か所に行って泊まりたいと思います。

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

本日の卓話は田部正俊君、テーマは「おつきあい贈答
マナーあれこれⅢ」です。
先日の平昌オリンピックで気づいたことがあり
ます。オリンピック新記録を出されたスピードス
ケート500ｍ小平奈緒選手の「気遣い」です。
次の選手が出発する時に沸いている観客に向
けて、口に人差し指をあてて「しー」とされたこ
と。日本人のアイデンティティにつながる「気遣い」だと思
います。贈答マナーのお話しでは「御祝」の字をうまく見せ
る書き方を練習しました。結婚祝いは式場ではなく、前
もってご自宅に出向いて言葉で「このたびはご良縁お決
まりいただきまして、おめでとうございます。心ばかりのお
祝いでございます、どうぞお収めください。」と言葉と共に
お渡しすること。広蓋は物を運ぶ「からびつ」の蓋でありま
した。それが、進化してきて蓋の上に品物を載せて差し上
げるようになったこと。袱紗は埃除け。品物に埃がかから
ないようにかける。お渡しするときは紋を上にして、受け
取った方は別室に下げられて、「貴重なお道具を拝見し
たしました」という意味で柄を表にしてお返しすることが礼
儀であることなどお話されました。
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 42,000円・累計 2,264,500円）
バオ君、２年間よろしくお願いします。また、青木さんカウ
ンセラーよろしくお願いします…小椋君
米山奨学生のバオ君をよろしくお願いします。彼は実験
があるので例会早く失礼します…青木君
米山奨学生グェン・クォク・バオ君、ようこそ…安居（継）君
地区研修・協議会参加された方々お疲れ様でした。今日
幹事代行をさせていただきます。よろしくお願いします
…那須君
卓話の時間をいただいて…田部（正）君
スピーチの時間をいただいて…角田君
ゴルフを始めて丸６年がたちました。４／８（日）に目標にし
ていた７０台のスコアが出ました。４２ ３７ ７９ 「練習は
うそをつかない」この言葉を信じて今後も精進します
…大舘君
葉桜に さそわれ泳ぐ 鯉のぼり…正村君
新緑の季節となりました。さわやかな天気です
…田部（泰）君
久しぶりにホームクラブに出席させて頂きました…細江君
誕生日を祝っていただいて…岡田（建）君、御代君
妻の誕生日を祝っていただいて…大森君
結婚記念日を祝っていただいて…田部（正）君、片岡君
ＳＡＡのお許しをいただいて…西村君、宮川君、本庄君

他クラブプログラム予定
４月２７日(金)

長浜東ＲＣ 「身にしみる企業経営の大変さ
～ 県庁とびわ湖放送を
経験して～ 」

４月３０日(月)

長 浜ＲＣ 「休会」

４月３０日(月)

五 ・ 能ＲＣ 「休会」

会員数

当日出席

４月１９日
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５月 １日(火)

長浜北ＲＣ 「休会」
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５月 １日(火)

彦根南ＲＣ 「休会」

会報委員会
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