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ラリベラの岩窟教会群（エチオピア）
凝灰岩を刳り貫いて作り上げたエチオピア正教会の教会堂群
で、世界の石造建築史から見ても非常に重要な建造物である。
正確な建造年代は不明だが、ザグウェ朝のラリベラ王が君臨し
ていた12世紀から13世紀にかけての時期に建造されたと推測
されている。

中川ガバナーをお迎えして
会長 安居継彦
本日の公式訪問例会は、第２６５０地区ガ
バナー 中川基成様、ガバナー補佐 岡田
建三様、地区幹事長 岩井常二様をお迎え
いたしました。ようこそ彦根ロータリークラブ
にお越しいただきました。心より歓迎申し上
げます。
中川ガバナーは、第２６５０地区スローガンとして「ロータ
リーを学び、実践し、発信しよう；Enjoy Rotary」と掲げられ
ました。歴史に裏打ちされた世界に広がるロータリーの価
値や素晴らしさを正しく理解して、社会や世界に対して新
しい息吹を吹き込み、ロータリーをともに楽しんでいただき
たいと述べておられます。
中川ガバナーの地区スローガンを受け、彦根ロータリーク
ラブの会長テーマを「笑顔でロータリー、みんなでロータ
リー」とさせていただきました。昨年度、創立６５周年を迎
え、ＲＩ会長賞の基準を達成した勢いをそのままに、今年度
も笑顔で、みんなで活動していきます。
公式訪問は、ガバナー直々にご指導いただける大変貴
重な機会です。今後もガバナーはじめ、地区の皆さんと連
携を図り活動していきますので、ご指導ご鞭撻のほどよろし
くお願いいたします。

公式訪問事前クラブ協議会報告
今日の食事
幕の内

次回例会案内
（2018.8.16）休会
（2018.8.23）担当 ： 渡邊僖子君

幹事 那須賢司
７月２６日（木）例会終了後、中川ガバナー公式訪問事前
クラブ協議会が開催されました。安居会長、岡田ガバナー
補佐の挨拶に始まり、各理事、委員会からのクラブ概況報
告、続いて、岡田ガバナー補佐から総評を頂きました。
岡田ガバナー補佐からの総評では、・例会運営について
はメンバーの皆様の自主性をもって行って頂きたい。・どこ
のクラブも会員増強に苦労されておられるが、ぜひ、チャレ
ンジ７０を達成して頂きたい。・MY ROTARY 登録１００%達
成おめでとうございます。これからはＩＴを用いて情報を発

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

信していく必要があり
ます。ぜひ活動内容
を 広く 発信 し て頂き
たい。・職業奉仕プロ
ジ ェ ク ト の「カ ロ ム の
制作」について、カロ
ムは彦根発祥の地で
あり、彦根ロータリーのカロムを制作・無償貸付を行うこと
でクラブの認知度の向上に繋がると思う。ぜひ、成功させ
て下さい。・ローターアクトについては、ロータリアンがより
活動に理解を深め、会員増に協力してあげて欲しい。な
ど貴重な意見を頂きました。

理事会報告（2018.8.2）
１．退会会員の件
谷 節雄君が一身上の都合により7/31付で退会
副ＳＡＡを宮川基司君にお願いする
２．会員増強の件
グループ分けをして増強について話合いをしてもらう
３．納涼例会の件
９月６日（木）１７：３０～滋賀銀行志賀寮・伊勢幾
４．納涼例会ローターアクトメンバー参加の件 承認
５．「フードバンクひこね」活動支援の件
冷蔵庫、精米器を寄贈
６．彦根ＲＣオリジナルカロム版製作の件 承認
７．ベトナムの施設へさをり織機寄贈の件
ベトナム「友好村」へさをり織機を寄贈。
障害者の方の社会復帰支援のため。
８．西日本豪雨災害・復興支援義捐金の件
地区より依頼があり、袋を作成し、８月２３日の例会で
お願いする
９．ＷＥＢページ会員紹介ページの追加の件 承認
10．彦根シティマラソン協賛の件
２口１万円雑費より拠出
11．例会場名札作成の件
新ロゴで全員の名札を新しく作成
12．事務局お盆休み
８月１４日（火）～１７日（金）
前回例会報告
冒頭、瀧沢ＳＡＡより、今回より当面の間は例会時の上
着着用は不要としましたが、ロータリーバッジは必ずつけ
てくるように、とご指導がありました。
会長の時間では、本日のデザートの桃は上田君の農園
で初めて採れた物である旨のご紹介がありました。そして
今月は会員増強月間であることに触れられ、ガバナー月
信にある中川ガバナーのお言葉や、大津ＲＣが出席率
100%を保持している事例を紹介しながら、会員増強には
会員全員の協力をもって臨んでほしい、と話されました。
米山奨学金の授与の際には、奨学生のバオ君のベトナ
ム語講座第二弾があり、前回のおさらいと日本語とベトナ
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

ム語の文型の違いなどを説明してくれました。
卓話の時間は、「会員増強について」と題して、担当の
石原成郎会員増強委員長並びに上西信昭副委員長より
話がありました。
まず、上西副委員長から高崎ＲＣの大幅会員増強事例
の紹介があり、①女性会員を増やすことが全体の会員数
の底上げにつながるので ②在籍中の女性会員が中心に
なって女性の候補者を選定・勧誘していってもらいたい。
③また会員全員で真剣に「チャレンジ７０」の達成につい
て考えてほしい。と熱意溢れるお話しがありました。
続いて石原委員長は、順調に女性会員数を
増やしている当クラブの寛容性・多様性に触
れながら、女性を１０名まで増やしたい、という
目標を示されました。またご自身の入会時の
エピソードなどを交え、入会２～３年位で少し
ずつＲＣの楽しさが分かってきた会員さんにこそ、新メン
バーの勧誘に力を貸して欲しい、と依頼されました。また
同好会活動をもっと活発化させて魅力的なものにすること
で会員増強につなげていきたい、と話されました。

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 61,000円・累計 335,000円）
本日理事役員会よろしくお願いします…安居（継）君
バオ君、ベトナム語講座よろしくお願いします
…安居（継）君
皆様、会員増強にご協力よろしくお願いします
…安居（継）君
小菅先生先日はお世話になりました…本庄君、西村君
小菅先生お世話になりました。これからもご指導よろしくお
願いいたします…小椋君
小菅先生勉強させていただきました。今後もご指導下さい
…安居（秀）君
“玉の汗 チリリン風鈴 心に涼し”…正村君
上西副委員長お世話になりました。お疲れ様でした。
卓話の機会をいただき感謝します…石原君
上田さん、上西さん会員増強公共イメージセミナーお疲
れ様でした…安居（継）君
誕生日を祝っていただいて…中居君、秋野君、小椋君
誕生日を祝って頂いてありがとうございます。合わせて入
会１年たちました。これからもお願いします…四方君
妻の誕生日を祝っていただいて…安居（秀）君、松田君、
藤田（益）君
無事過ごせました。初心を忘れずに…岡田（眞）君
入会記念日を祝っていただいて…近本君、田部（正）君
ＳＡＡのお許しを頂いて…岡田（建）君、近本君、青木君
他クラブプログラム予定
８月１０日(金)

長浜東ＲＣ 「ほとけ様の見方」

８月１３日(月)

長 浜ＲＣ 「休会」

受付なし

８月１３日(月)

五 ・ 能ＲＣ 「休会」

受付なし

会員数

当日出席

８月 ２日
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２
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８月１４日(火)

長浜北ＲＣ 「休会」

受付なし

７月１９日
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８月１４日(火)

彦根南ＲＣ 「休会」

受付なし
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