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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

Peninsula Sunrise

国・地域

中華人民共和国香港特別行政区・香港
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日本の民間研究所が2016年に発表した「世界の都市総合ランキング」では、世界7位
の都市と評価された。また、アメリカのシンクタンクが2016年に発表した世界都市ラ
ンキングでは、世界5位の都市と評価されている。世界屈指のビジネス拠点であり、
2012年5月、スイスのシンクタンクによって、2年連続で「世界で最も競争力の高い
国・地域」に選ばれた。個人資産10憶ドル以上保有する大富豪は2016年時点で68人で
あり、ニューヨークに次ぎ、世界で2番目に多い都市である。 出典：Wikipedia
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第３２０３回例会
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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
「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
「ＲＹＬＡ報告」
ゲスト：ＲＹＬＡ受講生
安藤 広輝 君
北原 翔 君
担 当：青少年委員会
閉会点鐘
今日の食事
幕の内

次回例会案内

浅山禎信君（５月２５日）
渡邊僖子君（５月２７日）
大舘康伸君（５月３０日）
神野佳樹君（６月４日）

ご夫人誕生日 大舘君ご夫人佳代子さん（５月２９日）
上西君ご夫人美枝子さん（６月１日）
宇都宮君ご夫人祐子さん（６月４日）
宮川君ご夫人明美さん（６月６日）
結婚記念日

赤嶺君ご夫妻（５月２５日）
宇都宮君ご夫妻（５月２６日）
谷君ご夫妻（５月３１日）
近本君ご夫妻（６月５日）

皆出席

嶋津君…８年
赤嶺君…３年

５月は青少年奉仕月間
青少年奉仕プログラム
新世代のためのＲＩ常設プログラムには、インターアクト、
ローターアクト、ロータリー青少年指導者養成プログラム、
ロータリー青少年交換があります。年齢３０歳までの多数の青
少年が、将来リーダーとなるために必要なスキルを身につけ
ようと、ロータリーのプログラムに参加しています。青少年プロ
グラムの参加者は、地域のプロジェクトや指導力開発の研
修、文化交流などに参加することによって、自分自身と世界
について発見することができます。そのほかロータリアンを模
範として、倫理、奉仕、親睦の理念についても学べます。
（これだけは知っておきたい「ロータリーの基礎」より）

（2018.5.31）休会
（2018.6.7） 「クラブ管理運営について」
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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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

グルメ同好会報告
上田勝之
５月２０日（日）春のグルメの会は、谷崎潤一郎や小津安
二郎など多くの美食がハマった“うぞふすい”で名高い鰻
料理「わらじや」に行きました。
「わらじや」の名前は、豊臣秀吉が草鞋をぬいで休まれ
た場所に由来するそうです。
商工会議所をバスで４名が出発、京都にて皇室からも篤
く信仰された御寺「泉涌寺」へ。陽気も良く心地よい風もあ
り、広い境内を拝観しました。雲龍院では、大石内蔵助の
書も展示されていたり、将軍徳川慶喜公が寄進した灯篭
などがあったり庭は、部屋から見る「悟りの窓」や四つの景
色が楽しめる蓮華の間など見る価値多数ありでした。その
後、即成院と三十三間堂にもまわりました。
夕方になり「わらじや」に到着、２名が合流して宴席となり
ました。先付のあと、木で組んだ鍋台に乗せられて、「うな
べ」が運ばれてきました。具は、九条葱、山形の庄内麩、
春雨。出汁は、お酒が結構入っているのでしょう、まるみ
の強い味わいで、そこに鰻の旨味と焼きの香ばしさ、生姜
風味が絶妙に合わさっています。肝のタレと塩焼きに鰻の
厚焼き玉子のあと
「うぞふすい」が出
てきた時にはお腹
一杯。鰻を堪能し
た会となりました。

前回例会報告
会長の時間では、「５月１２日（土）、彦根南ＲＣ創立４０周

年記念例会に出席しました。彦根南ＲＣは彦根ＲＣ２５周
年 時 に 彦 根 が スポ ン サ ー で 設 立 され ま した。５ ３ 名 の
チャーターメンバーでスタートして現在４名のメンバーが
残っておられます。彦根南ＲＣでは４０周年記念事業で桐
生選手を招いてイベントを開催されました。そのことによっ
て地元の方はＲＣに親しみを持ち、ＲＣ会員はイベントに
ついて誇りを持ってお話されていました。野洲ＲＣ創立３５
周年記念例会にも出席してきました。今年は９月８日（土）
琵琶湖大津プリンスホテルでＩＭを野洲ＲＣのホストで開催
されます。」と話されました。
本日の私の誇りに思うことは岡田建三君です。
彦根にご縁ありまして、４５年間住んでおりま
す。季節には香りがあり、春は春の香り、秋は
秋の香りがあります。もともと出身がお寺です
ので。お寺の香りに、愛着を持っております。
彦根の弁天さんとして古い文化財のお寺を守
ることは大変ですが、ご縁あって住職をさせていただいて
おります。次の世代に変わりなく伝えていくのが私の仕事
であり、誇りを持ってやっていきたいと思います。

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

本日の卓話は宇佐美雅也君、テーマは「インターネット
予約の裏側」です。
皆様の年代では旅行というと旅行カウン
ターや電話で予約を取ることが一般的であっ
たと思います。２０００年代からOTAと言われ
るインターネット予約サイトが出てきました。安
価 な 手 数 料、在 庫・プ ラ ン・価 格 設 定 が 自
由、２４時間受付可能、といったメリットがある反面、管理が
煩雑、説明不足によるトラブル、パソコン技量を要するな
どのデメリットがあります。そこで出てきたのがサイトコント
ローラーといわれる、自社サイトを含む複数のOTAサイト
の在庫・料金・同伴設定を一括管理するシステムです。ま
た、２０１５年ごろからはプラン作成を一元化するサービス
が登場しました。先ほどのサイトコントローラーと併用すれ
ばすべてのサイトにワンストップで同条件のプラン出しが
行えるようになりました。最近の新しいサービスでトリバゴと
いう価格比較サイトがあります。すべてのOTAサイトから一
番安い価格を見つけて予約ができるサイトです。しかし現
状では自社のサイトの価格がトリバゴには反映されないた
め、どう対応していくか頭を悩ませています。働き方改革と
言われているなか、以前に比べて簡単に販路を広げるこ
とができるようになり、また効率的になりましたが、そのぶ
ん余計に仕事をしてしまうのが日本人ですね、と話されま
した。

ニコニコ箱
（本日計 22,000円・累計 2,387,500円）
「秋野杯東北支援チャリティコンペ」にメンバーの方々にも
ご協力をいただき感謝！！…秋野君
卓話の時間をいただいて。お聞き苦しい所もあるかと思い
ますが、よろしくお願いします…宇佐美君
３分間スピーチの時間をいただいて…岡田（建）君
親睦旅行のご案内いただきました。楽しみです。お世話
になります…安居（秀）君
多くの方々とご縁をつながせていただきチョットよいことが
ありました…細江君
今朝ちょっといいことがありました…田部（泰）君
結婚記念日を祝っていただいて…藤田君、細江君
ＳＡＡのお許しをいただいて…田井中（順）君、石原君、四
方君
彦根ＲＡＣ例会
６月 ７日（木） 「ボウリング例会」 １９：３０～例会
於．ビバシティ彦根 ラピュタボウル
６月２１日（木） 「最終例会」
１９：３０～例会
於．二九食や

他クラブプログラム予定
５月２５日(金)

長浜東ＲＣ 「和菓子を知る～歴史と由来」

５月２８日(月)

長 浜ＲＣ 「新旧クラブ協議会」

５月２８日(月)

五 ・ 能ＲＣ 「会員卓話」

会員数

当日出席

５月１７日
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５月２９日(火)

長浜北ＲＣ 「文化が果たす役割」

４月２６日
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４４（９）

１１

９４．８３

５月２９日(火)

彦根南ＲＣ 「ＲＹＬＡ報告」

会報委員会
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