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「目指せ！ 彦根城世界遺産！」

国際ロータリー・テーマ

インスピレーションになろう
国際ロータリー会長

バリー・ラシン

地区テーマ

ロータリーを学び、実践し、発信しよう
；Enjoy Rotary
第2650地区ガバナー

中川基成
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笑顔でロータリー

みんなでロータリー
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エローラ石窟群（インド）

安居継彦

会長エレクト 本庄秀樹
幹 事
那須賢司
ＳＡＡ
瀧沢隆司
ガバナー補佐 岡田建三

第３２１０回例会

インド・ムンバイの東にあるアウランガーバード郊外にある石
窟群。5世紀から10世紀の間に造られた34の石窟が、シャラ
ナドリ台地の垂直な崖に掘られている。仏教、ヒンドゥー教、
ジャイナ教の石窟寺院や修道院などから構成されている。仏教
寺院が12窟、ヒンドゥー教寺院が17窟、ジャイナ教の寺院が
5窟がとなっており、3つの宗教建築が同じ場所に集合してい
る、世界でも類を見ない遺跡である。
出典Wikipedia

お祝い
会員誕生日

２０１８．７．１９
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
「フードバンクひこねを通した
地域福祉の取組について」
ゲスト：社会福祉法人
彦根市社会福祉協議会
会長 圓城治男氏
担当：社会奉仕委員会
閉会点鐘

今日の食事
カレーバイキング

次回例会案内（2018.7.26）
○ 会計報告
○ 新会員スピーチ 浅山禎信君

田井中順次君（７月２１日）
戸所岩雄君（７月２２日）
小菅一彦君（７月２４日）
上田勝之君（７月２４日）

配偶者誕生日 堤君ご夫人美紀さん（７月１６日）
川原崎君ご夫人明美さん（７月１９日）
戸所君ご夫人佐紀子さん（７月２１日）
御代君ご主人雷太郎さん（７月２２日）
青木君ご夫人幸子さん（７月２３日）
中居君ご夫人弘美さん（７月２３日）
入会記念日

上西信昭君（平成２９年７月２０日）
澤田和重君（平成２９年７月２０日）
松田充弘君（平成２８年７月２１日）
那須賢司君（平成２０年７月２４日）

幹事報告
☆ＭＰＨＦ５回目に岡銑三郎君、４回目に安居継彦君、２
回目に小椋政昭君、１回目に青木竺峰君、ＰＨＦに近藤
市右ヱ門君と今村康博君が、ベネファクターに近藤市右
ヱ門君と吉原 保君がなられました。
第１回目米山功労者に近藤市右ヱ門君がなられました。
また、第４７回目の米山功労クラブとなり感謝状が届きま
した。（累計金額４７，２８３，８００円）
第１組ＩＭ参加のお願い
野洲ＲＣのホストにより下記の通りＩＭが開催されます。
多数の会員のご参加お願いいたします。７月２６日までに
お返事をお願いします。
日時 ９月８日（土） 会 議 １３：３０～
懇親会 １６：４５～
場所 びわ湖大津プリンスホテル

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

クラブ職業奉仕担当者研修会に参加して
会長 安居継彦
７月１５日（日）メルパルク京都においてクラブ職業奉仕
担当者研修会が開催され、参加してきました。
最初に諮問委員・パストガバナーの北河原公敬さんと地
区職業奉仕委員長の中島健さんからご挨拶がありました。
第一部は、亀岡ＲＣ、水口ＲＣ、福井北ＲＣからクラブ職業
奉仕実践発表がありました。休憩の後、第二部で、講話
１．「Ａ．Ｆ．シェルドンとロータリーの第２標語」、講話２．
「ＲＩにおける職業奉仕の現状」を地区職業奉仕委員の皆
さんからお話いただきました。最後に中川基成ガバナー
から講評をいただき閉会しました。
この研修会に参加して、ＲＩが推奨する「職業奉仕」と、日
本の多くのロータリアンが考える「職業奉仕」には、大きな
隔たりがあり、ＲＩが推奨する「職業奉仕」（職業ボランティ
ア活動）について少しだけ理解できたことが収穫でした。
＜滋賀ブロック＞米山奨学生集会・懇親会報告
カウンセラー 青木竺峰
７月１５日（日）クサツエストピア
ホテルにて滋賀ブロック米山奨
学生集会・懇親会が開催されま
し た。彦 根 Ｒ Ｃ から は、正 村 嘉
規地区委員と奨学生のグェン・
クォク・バオ君と私の３名が出席
しました。
まず、委員長挨拶があり、ロータリー米山記念奨学会Ｄ
ＶＤ上映、出席者の自己紹介があり、１０月の米山月間の
卓話スケジュールが決定されました。
バオ君は１０月４日（木）自クラブで卓話、非世話クラブで
の卓話が、高島ＲＣ１０月１７日（水）に決まりました。
続いて、懇親会があり、有意義なスピーチで楽しく懇親
をして終わりました。
前回例会報告
会長の時間では、安居会長より始めに西日本豪雨災
害で被災された方々へのお見舞いの言葉がありまし
た｡続 い て ７ 月 ８ 日 の Ｒ Ｌ Ｉ（Rotary Leadership
Institute）に本庄会長エレクトが出席されたこと、
ま た ９ 月 ８ 日 に 開 催 さ れ る Ｉ Ｍ（Intercity Meeting）には新会員セミナーを含めて、できるだけ多く
の会員が出席されるようお話がありました。
卓話の時間は新年度理事の挨拶でした。
奉仕プロジェクトの小田柿喜暢理事は、新
規事業としてフードバンク支援の案内があ
り、国際奉仕では昨年に引き続きベトナム支
援を計画していること、その他多くの継続し
た奉仕プロジェクトを今年度のスローガン「み
んなでロータリー」のもと協力し合って行いたいと述べられ
ました。

会員組織担当の石原成郎理事は、彦根Ｒ
Ｃの歴史と品格を保ちながら、各担当委員長
と協力しながら組織の増強、維持を図ること
や、チャレンジ７０として、会員を７０名に戻す
ことや女性会員を増やして和やかで柔らかい
雰囲気を目指したいと話されました。
公共イメージの御代麻理子理事は、目標と
して彦根ＲＣの活動を内外に知ってもらうため
に会報や様々なメディアの有効利用やフェイ
スブックの活用を挙げ、魅力ある広報活動を
展開したいと述べられました。
クラブ管理運営の田部正俊理事は、「出
席」「親睦活動」「ニコニコ」「プログラム」の４
つの委員会と連携しながら会長方針である
安らかで寛げる例会、ゆっくり食事と会話を
楽しめる例会運営を実践することを話されま
した。
財団・奨学金の北村登理事からは、ロータ
リー財団及び米山記念奨学会は世界理解、
親善、平和の達成を目標としており、特に人
材育成は世界平和に欠かせない重要な事柄
として理解をいただき、善意の寄付を賜りた
いと述べられました。

ニコニコ箱
（本日計 28,000円・累計 143,000円）
９月８日のＩＭにはできるだけご出席をお願いします。本庄
さんＲＬＩお疲れ様でした…安居（継）君
今年度もよろしくお願いいたします…清水君
財団、米山へのご協力をよろしくお願いします
…北村（登）君
スピーチの時間をいただいて…田部（正）君
謡曲同好会ゆかた会ではお世話になりありがとうございま
した…安居（継）君
ＰＨＦをいただきまして…今村君
梅雨明けの 苦熱に我が身は 干し肉と！…正村君
誕生日を祝っていただいて。嬉しい年でもないとか言いな
がら祝って下さるのはやっぱり嬉しい！ありがとうござ
います。今年も頑張らねば…嶋津君
結婚記念日を祝っていただいて…四方君
何とか１年過ごせました…上ノ山君
入会して１年が経ちました。引き続きよろしくお願いいたし
ます…藤岡君
ＳＡＡのお許しをいただいて
…小田柿君
他クラブプログラム予定
７月２０日(金)

長浜東ＲＣ 「第1回クラブフォーラム
会員増強について」

７月２３日(月)

長 浜ＲＣ 「消費税軽減税率制度の
概要」

７月２３日(月)

五 ・ 能ＲＣ 「フォーラム」

出席報告
ﾒｰｷｬｯﾌﾟ 出席率（％)
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７月２４日(火)

長浜北ＲＣ 「休会」

６月２８日
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７月２４日(火)

彦根南ＲＣ 「委員長挨拶」

会報委員会

／

松田充弘

上ノ山眞佐子

青木竺峰

宇佐美雅也

受付なし

