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ルイス・バラガン邸と仕事場（メキシコ）
20世紀メキシコを代表する建築家の一人であるルイス・バラガ
ンが、後半生を過ごした自宅兼仕事場で、2004年に、ユネス
コの世界遺産に登録された。
彼の建築の基本は、白を基調とする簡素で幾何学的なモダニズ
ム建築であるが、メキシコ独自の、ピンク・黄色・紫・赤など
のカラフルな色彩で壁を一面に塗るなどの要素を取り入れ、国
際主義的なモダニズムと地方主義との調和をとった。また庭園
や屋内に水を張った空間を取り入れたり、建物に溶岩やメキシ
コ独特の植物からなる庭園を作ったことも特徴である。

お祝い
会員誕生日

２０１９．１．２４
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
｢広報の仕事について｣
担当：四方清文 君
閉会点鐘

今日の食事
カレーバイキング

次回例会案内（2019.1.31）
「第５次エネルギー基本計画と太陽光発電２０１９年問題」
担当 ： 川村嘉昭 君

北村 登君（１月２５日）
本登忠雄君（１月２９日）

ご夫人誕生日 細江君ご夫人正子さん（１月２８日）
井の下君ご夫人弘子さん（１月３０日）
入会記念日

井の下精作君（平成２０年１月２４日）
小田柿喜暢君（平成２３年１月２７日）

第２回青少年奉仕担当者会議報告
青少年委員長 赤嶺英光
１月１９日（土）京都商工会議所にて第２回青少年奉仕担
当者会議が開催されました。当クラブから安居（継）会長、那
須幹事、赤嶺の３名が出席いたしました。
冒頭中川ガバナーの挨拶で「５大奉仕の中でも青少年奉
仕に最も力を入れており、未来社会への奉仕と捉え後世に
人の資産を残します。」と話されました。
続いてＲＹＬＡ、インター・ローターアクト、青少年交換それ
ぞれの委員長から概況説明があり、その後本日の主テーマ
「青少年保護」について石原青少年奉仕委員長から詳細な
説明がありました。「２００４年の世界大会（大阪）青少年プロ
グラム発表会の場である国の交換学生からセクハラの訴え
から端を発し、ここ数年ＲＩは青少年保護について厳しい指
針を設けています。ロータリアンが青少年保護法に抵触する
ような事件・事故を起こした場合個人の問題だけでは済まさ
れません。クラブとして対応がなされていないと認められた場
合はクラブの加盟を終結させられる可能性があります。また
今後は（次年度から？）青少年に関わる全てのロータリアン
からボランティア申込書・誓約書（犯罪歴・身元保証等）の提
出も検討されています。」と青少年保護の重要性を全ての
ロータリアンが認識する必要があると説かれました。
最後に中川ガバナーの講評・閉会宣言・閉会点鐘で会を
締め括りました。

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

ＲＹＬＡ開催・募集要項
青少年委員長 赤嶺英光
今年度のＲＹＬＡが下記の日程で開催されます。社員の
方、お知り合いにご案内いただき、希望者がありましたら
事務局までご連絡下さいますようお願いいたします。
日 時 ２０１９年５月１７日（金）～１９日（日） ２泊３日
会 場 休暇村 近江八幡
テーマ 「学び。そして創造」
講 師
第１講 後藤啓二 氏 後藤ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ法律事務所、
NPO法人Think Kids代表理事
第２講 津田久資 氏 August-a(株) 代表
第３講 三浦準司 氏 ジャーナリスト。財団学友、
ﾛｰﾀﾘｰﾌｪﾛｰｽﾞ 2650会員
第４講 朝廣佳子 氏 奈良RC会員、
地区青少年育成委員
特別講話 岡村遍導 氏 近江八幡RC会員、
地区国際奉仕委員長
２日目 エクスカーション
・安土文芸の郷 ・信長の館・日牟禮八幡宮 周辺
・八幡堀
募集人員 各ロータリークラブより 1名以上・複数名
参加資格
１．２０～３０才までの青年職業人でリーダー候補と
なる方｡
２．健康で団体生活に馴染める方。
３．各ロータリークラブの会長の推薦のある方。
４．全日程参加できる方。
申込締切 ２０１９年２月末日（〆切厳守）

ＲＹＬＡ（Ｒｏｔａｒｙ Ｙｏｕｔｈ Ｌｅａｄｅｒｓｈｉｐ Ａｗａｒｄｓ）
ロータリー青少年指導者養成プログラムとは
ロータリーが実施している青少年奉仕プログラムの一
つ。当地区では、セミナー形式で指導者となりうる２０代の
男女を対象とし、１９８０年から毎年続けて開催している青
少年の研修プログラムです。参加者は与えられたものを吸
収するだけでなく、自ら行動し、学び、 体験したことを他
に及ぼし、何かに寄与するという意識を持つように期待さ
れています。
２０１９年グルメ同好会の予定
２０１９年は下記の日程で開催します。同好会会員以外
の方のご参加もお待ちしております。
２０１９年 ５月１２日（日）予想を超えた創作フレンチ
（京都・下河原通 レストランよねむら）
２０１９年１１月１０日（日）元・東伏見宮家別邸で頂く京料理
（京都・下河原通 吉田山荘）

４．みんなのためになるかどうか

前回例会報告
会長の時間では、今月は職業奉仕月間で、本日はＮＰ
Ｏ法人小江戸彦根の小島誠司氏より卓話を頂きます。
会長自身ロータリー以外で消防団として、２１年間、現在
は第４分団の部長として活動をしています。彦根では１５
分団あり、５００人ほどの団員が頑張っています。本年は
出初め式は１２日でした。消防団も、皆さんのご協力無し
では出来ませんので、よろしくお願いしたします。
卓話は、『地域資源を利活用する観光コン
テツ、その開発と維持』というテーマで、ＮＰＯ
小江戸彦根の副理事長 小島誠司氏からお
話しをいただきました。
国宝彦根城の堀で大名の屋形船の遊覧事
業は“国指定特別史跡彦根城跡”の規制が厳しい中１００
人が１００人中無理という案件であったが、４００年祭市民
文化創造部会に提案して、難問をクリアして、平成１９年
彦根城築城４００年祭の開会と同時に運航開始した。運航
には、御藩主専用船の運用記録（井伊家文書）・絵図面・
古写真が大きな力となった。現在４艘で、旅客定員１１名、
船頭２名で運航し、年間１万２千人ほどで１２年間で約１５
万人の乗船を頂いています。
今後の展望としては、中堀に、水上バスをはしらせること
であります。屋形船を継続をしていくこと。今後もＮＰＯへ
の市民参加型での、ご協力をお願いしたいと、卓話を終
えられました。
会長より、ロータリーにグロバール補助金の制度があり、
留学したい人があれば利用して頂きたい。こうした制度が
あることを認識しておいて下さいと紹介されました。
お客さま
小島誠司氏（ゲスト：料亭小島 専務）
ニコニコ箱
（本日計 30,000円・累計 1,387,000円）
小島様ようこそ彦根ロータリークラブへお越し頂きました。
本日の卓話よろしくお願いします…安居（継）君
小島様ようこそ。卓話よろしくお願いいたします…那須君
本日卓話、職業奉仕委員会担当です。小島様をお迎えし
て、よろしくお願いいたします…和田君
本年もよろしく…瀧沢君
誕生日と結婚記念日を祝っていただいて…安居（秀）君
誕生日祝ありがとうございます。やっとおくやみ欄に出ても
恥ずかしくない年になりました…大森君
喜寿の誕生日を祝っていただいて…西村君
６８才になりました…上西君
結婚記念日を祝っていただいて…北村（昌）君
他クラブプログラム予定
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松田充弘

１月２５日(金)

長浜東ＲＣ 「夜間例会」

１月２８日(月)

長 浜ＲＣ 「2019年マーケットの見通し」

１月２８日(月)

五 ・ 能ＲＣ 「新年例会」

受付あり

１月２９日(火)

長浜北ＲＣ 「移動例会」

受付あり

１月２９日(火)

彦根南ＲＣ 「紳士の身だしなみ
男性の皮膚ケアについて」

上ノ山眞佐子

青木竺峰

宇佐美雅也

受付あり

