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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

RC名
設立年

Jahangirnagar Dhaka
1992

国・地域
地域番号

バングラデシュ・ダッカ
3281

ダッカは、バングラデシュの首都でありダッカ県の首府を兼ねる。世界有数の
メガシティであり、2016年の人口推計によると、近郊を含む都市圏人口はバング
ラデシュ最大の1623万人であり、世界16位である。ダッカは、バングラデシュの
政治・文化・・経済活動の中心地である。都市のインフラストラクチャーは国中
で最も発達しているが、それでも急激な人口増加には追いつかず、公害や交通渋
滞または公共サービスの不足などの問題に直面している。
出典：Wikipedia

第３２０１回例会
２０１８．５．１０
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
「私の誇りに思うこと」
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
「黄檗について」
担当：青木竺峰 君
閉会点鐘

今日の食事
幕の内

次回例会案内（2018.5.17）
「 インターネット予約の裏側 」
担当 ： 宇佐美雅也 君

お祝い
会員誕生日

藤岡聖和君（４月２７日）
角田 仁君（４月３０日）
井の下精作君（５月１２日）
嶽釜信一君（５月１５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）
上田君ご夫人由美子さん（５月１０日）
結婚記念日
小田柿君ご夫妻（４月２７日）
細江君ご夫妻（５月３日）
藤岡君ご夫妻（５月１５日）
皆出席
嶽釜君…３年
５月のスケジュール
５／８
新米山奨学生歓迎会（１８：３０～伊勢幾）
１０ 定例理事会（１３：５０～事務局）
次年度財団奨学金合同委員会（１８：００～伊勢幾）
１２ 彦根総合高校ＩＡＣ認証状伝達式
（１４：００～彦根総合高校）
彦根南ＲＣ創立４０周年記念例会（１６：３０～やす井）
１３ 次年度ローターアクト委員長会議
（１３：００～福井県繊協ビル８Ｆ）
１４ 浦部謡曲教室（１９：００～千代神社）
１５ 野洲ＲＣ創立３５周年記念例会
（１７：００～琵琶湖マリオットホテル）
１７ 謡曲同好会お稽古（１３：４０～彦根ビューホテル）
１８～２０ ＲＹＬＡ（休暇村近江八幡）
１９ 県下ＲＣ事務局員研修会（１１：３０～守山）
２０ グルメ同好会（わらじや）
２４ 次年度理事会（１３：５０～事務局）
２６ 近江八幡ＲＣ創立６０周年記念式典
（１２：００～ホテルニューオウミ）
２８ 浦部謡曲教室（１９：００～千代神社）
３１ ゴルフ同好会第４回ゴルフコンペ（岐阜ＣＣ）

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/

2017～2018年度
会 長
小椋政昭
副会長
秋野正誠
会 計
那須賢司
パストガバナー 山崎時雄

会長エレクト
幹 事
ＳＡＡ
ガバナー補佐

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

ロータリーの友５月号 必見どころ
横書き Ｐ１６ 木の可能性 Ｗhat a tree can do
Ｐ２５ ロータリーの基本理念を体現する
仲間との出会い
田中誠二第２６５０地区ガバナー
縦書き Ｐ１６ 私見・職業奉仕論
Ｐ１８ 「見て見ぬふり」をしない世の中へ
第２回Ｈ・ＲＬＩ報告
嶋津慶子
４月２６日（木）にホテルサンルート彦根で第２回Ｈ・ＲＬＩ
がありました。当日はリーダーの秋野さんがインフルエン
ザでお休みでしたが、本庄、大舘、那須、上田、青木、本
登、和田、渡邊、岡田眞、嶋津と小椋会長で「彦根ＲＣの
現状把握と改革」をテーマに ①奉仕活動はこれでいい
のか ②会員増強 ③ローターの魅力 ④魅力的な例会
⑤親睦 ⑥退会防止 ⑦例会以外のロータリー活動 ⑧
事業の相互協力 のサブテーマに沿って個々に自分の考
えを述べました。「学び、考え、行動する」と小椋会長は
おっしゃっています。次回はもっとメンバーが増えることを
期待しています。

前回例会報告
会長の時間では会議所の取り組みである
「世界遺産検定」を紹介するため、木村泰造
副会頭が世界遺産アカデミー認定講師の森
瀬英司氏を伴って出席され、会長から紹介と
御礼を述べられ、彦根城は早くから暫定物件
であるが、世界遺産登録に向けいよいよ地域の盛り上がり
が期待される。あのマチュピチュも地域の盛り上がりで登
録され、住人３０００人の町に２００万人の観光客が訪れる
ようになった。本日のお話が彦根城の世界遺産登録への
一助になりますようにと話されました。
森瀬氏はパワーポイントでクイズを交えなが
ら「」世界遺産の基礎知識」と題して話されまし
た。
○ユネスコとは国際連合教育科学文化機関
のことであり第２次大戦後１９４６年に設立さ
れ、世界遺産は「平和のとりで」でなければならないこと。
○申請・登録の条件は保有国自身から申請があること。例
えばナイアガラの滝は申請がなし。ヴィクトリアの滝は申請
があったので登録されたこと。
○皇室保有物件の桂離宮は宮内庁保有のため登録され
ない。一方、宇治上神社は文化庁保有で保有国の法律
で保護され、保全体制が整っているため登録されたこと。
○「モナリザ」と「最後の晩餐」はどちらもダビンチの作品だ
が前者は登録されない。世界遺産は不動産でなければな
らないことから、後者は壁画で不動産のため登録されたこ
と。
○当初１２件の登録から始まったが現在は文化遺産８３２
件、自然遺産２０６件、複合遺産３５件で１０７３件にのぼ

る。日本は２１件で世界で１２番目に多く、滋賀では比叡
山延暦寺が登録されていること。
などなど多くのことを教えて頂きました。
おらが町が世界遺産を持つということは観光、地域振興
だけが目的ではなく、保護・保全が目的で普遍的価値を
将来世代に伝えるということを目的とするユネスコの厳しい
管理下で地域住民の日常生活や保護活動が世界の目に
さらされることから苦労が多く、不便な生活が強いられる
が、今後は地域住民に世界遺産の理解を深めてもらい、
登録後の姿を見据えて共通認識を作る合意が必要である
と結ばれました。
最後に木村氏より仮称「意見交換・応援１０００人委員
会」の設立に向けて参加申し込みをお願いされました。
お客さま
森瀬英司氏（ゲスト・世界遺産アカデミー認定講師）
木村泰造君（彦根南ＲＣ）
ニコニコ箱
（本日計 54,000円・累計 2,318,500円）
お世話になります。世界遺産よろしくお願いします
…木村君（彦根南）
森瀬先生、本日はお世話になります。木村さんお久しぶり
です。ようこそお越し下さいました…小椋君
卓話に世界遺産アカデミー認定講師 森瀬英司様をお迎
えして…安居（継）君
４／１９次年度クラブ協議会ご参加ありがとうございました。
先週に引き続き幹事代行をさせて頂きます…那須君
新緑の 山肌淡き しま模様…正村君
目に青葉 山ほととぎす 初がつお…田部（泰）君
おもいがけず賞をいただきありがとうございます…大森君
田部（正）さんありがとうございました…北村（登）君
７６回目の誕生日お祝い下されありがとう…瀧沢君
無事過ごせました。楽しい人生を…岡田（眞）君
お誕生日を祝っていただいて。ますます充実した人生送
りたいです…小島君
誕生日を祝っていただいて…吉原君
妻の誕生日を祝っていただいて…本登君、今村君
結婚記念日を祝っていただいて…近藤君、清水君、上ノ
山君、御代君
皆出席を祝っていただいて…宇佐美君
ＳＡＡのお許しをいただいて…上ノ山君、西村君
彦根ＲＡＣ例会
５月１０日（木） 「ボルダリング例会」
１９：００～集合 ～２１：３０
於．グッぼる（小泉町３４－８）
５月２４日（木） 「茶道例会」 於．ひこね市文化プラザ和室
１９：３０～食事 ２０：００～例会

他クラブプログラム予定
５月１１日(金)

長浜東ＲＣ 「鴨と蛍の里づくり 」

５月１４日(月)

長 浜ＲＣ 「若手上方講談師の
長浜物語」

５月１４日(月)

五 ・ 能ＲＣ 「移動例会」
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彦根南ＲＣ 「５／１２に変更」
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