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於．大洞弁財天

長寿院

今日の食事
花見弁当 ・ 豚汁

次回例会案内（2019.4.11）
新会員スピーチ
菅谷 渉 君 ・ 後藤元一 君

アマルフィ海岸（イタリア）
イタリア南部のソレント半島南岸、アマルフィ一帯（カンパニ
ア州サレルノ県北西部）のサレルノ湾に面した海岸を指す名
称。「世 界 一 美 し い 海 岸」と 云 わ れ る 景 勝 地・避 寒 地 で、
1997年に登録された。ヘラクレスが愛したニュンペーの名に
由来した地名で「ヘラクレスはそのニュンペーと仲睦まじく暮
らしていたが、ある日突然、彼女が死んでしまう。それを嘆い
たヘラクレスはこの世でもっとも美しい土地に彼女を葬り、街
を切り開いて彼女の名を付けた」とされる。

４月のスケジュール
４／４ 定例理事会（１３：４０～大洞弁財天）
８ 浦部謡曲教室（１９：００～千代神社）
１１ 謡曲同好会お稽古（１３：４０～彦根ビューホテル）
ワインクラブ（１８：００～ホテルサンルート彦根）
１４ ゴルフ同好会第３回ゴルフコンペ（彦根ＣＣ・伊勢幾）
１９ 第７６回県下ＲＣ合同親睦ゴルフ大会（彦根ＣＣ）
２０ 地区研修・協議会（１３：００～国立京都国際会館）
２１ 次年度ローターアクト委員長会議
（１２：３０～京都テルサ）
２２ 浦部謡曲教室（１９：００～千代神社）
２５ 謡曲同好会お稽古（１３：４０～彦根ビューホテル）

第２６５０地区・地区大会報告
出席委員長 角田 仁
３月３１日（日）橿原神宮の目前のジェイテクトアリーナ奈良
で、第２６５０地区２０１８－２０１９年度の地区大会が９６クラ
ブ、約２，５００名の参加で開催されました。
プロローグは橿原神宮「浦安の舞」、大会は、中川基成ガ
バナーの開会点鐘、開会宣言で始まり、野島実行委員長の
歓迎の挨拶、奈良県知事、元ＲＩ理事 千玄室氏の祝辞、ＲＩ
会長代理の野口 清氏からは、ロータリーは変化して時代を
変えていく。親睦を強めることによって奉仕につながるなど
のアドレスがありました。
特別公演は真言宗総本山 長谷寺に伝承される「声明」
(しょうみょう)僧侶らによる太鼓と読経による調べは荘厳な感
動を受けました。
記念プログラムの「ロータリーフォーラム」では元国連大使
の吉川元偉氏と地球環境戦略研究機関 専務理事の三好
信俊氏を迎え、中川ガバナーの司会により「次世代にロータ
リーの息吹を！」と題し、―世界平和、地球環境、青少年育
成ｅｔｃ―をパネルデスカッションで語り合われていましたが、
題目が大きすぎて難しい部分がありました。

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

彦根ＲＣからは２１名が参加、閉会後は彦根に戻り龍鱗さ
んで懇親会を行いました。参加者の皆様ご苦労様でし
た。次年度は京都で開催されます。多くの皆様のご参加
をお願いいたします。

彦根南との合同ゴルフコンペ報告
ゴルフ同好会幹事 上田勝之
３月２９日（金）彦根南ＲＣとの合同ゴルフコンペを彦根カ
ントリー倶楽部にて開催しました。最高気温１５℃と天候に
恵まれ、総勢１９名の参加でした。例年より少ない参加で
したが、６組に分かれてラウンドしました。ラウンド後、夕方
よりレストラン千成亭にて表彰式および懇親会を行い、秋
野さんがＮＥＴ７３．０にて見
事優勝されました。団体戦
は２年連続で彦根ＲＣが優
勝。来年は、もっと参加者を
増やして開催しましょうとお
約束し終えました。
前回例会報告
会長の時間では、大阪ガスの嶽釜信一君が転勤で退会
となり、４年間お世話になりましたと挨拶がありました。本日
は古屋ご夫妻に卓話をお願いいたしますと会長より挨拶
があり、幹事より次年度公式訪問が８月２２日（木）に決まり
ましたので予定しておいて下さいと報告がありました。
卓話では、国際奉仕委員会の小島君より、「手を洗おう
会」ＮＰＯ理事長の古屋典子氏の紹介がありました。
テーマは、「地球人としての国際奉仕」で
す。北海道で生まれて小さな事しか知らな
かったが、フランス・インドネシア・イタリア・
フィリピン・ベトナムおよびアフリカ諸国に行
き、ラスコーの壁画やコロッセオなどを見る
に、地球人の豊かで広大な歴史を、地球の４６億年の歴
史共に感じた。約１８０万年前にホモ・エレクトスがアフリカ
を出た。約１０万年前にホモ・サピエンスガアフリカを出
た。２０万年前頃にアフリカで種分化し、６万年前頃に一
気に世界に広がっていった集団が、最終的に地球を支配
出席報告
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松田充弘

４．みんなのためになるかどうか

することになるが、これが現生人類ホモ・サピエンスであっ
たとされています。ホモ・サピエンスは、創造・伝達・感動・
協力する素晴らしい素質を持っています。それを最大限
利用して、人種差別も如何なる差別もない、よい世界を
作っていくことが望まれる。ユヴァル・ルア・ハラリ著の『サ
ピエンス全史』を是非読んで頂きたい。ネルソン・マンデラ
夫人の女性の地位向上の話もありました。人種を越え、一
人のホモ・サピエンスとして、地球人として、世界中の素晴
らしい人にお会いでき、未来への洞察を大切に国際奉仕
を今後も続けて行きたいと卓話を終わられました。
お客さま
古屋典子氏（ゲスト:手を洗おう会理事長）
古屋昭彦氏（ゲスト：大阪経済大学客員教授）
ニコニコ箱
（本日計 76,000円・累計 1,862,000円）
手を洗おう会 古屋典子様、大阪経済大学 古屋昭彦様
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。
卓話よろしくお願いします…安居（継）君
古屋様ご夫妻をお迎えして。卓話よろしくお願いします
…那須君、本庄君、大舘君
本日卓話に古屋ご夫婦をお迎えして。よろしくお願いいた
します…小島君
昨晩はご苦労様でした。本日は古屋先生ご夫妻をお迎え
して…田部（泰）君
古屋ご夫妻はじめ出会いに感謝して…上ノ山君
４年間大変お世話になりありがとうございました…嶽釜君
３１日の地区大会よろしくお願いします…安居（継）君
ちょっと良いことがありまして…本庄君
親睦旅行に皆様のご出席をよろしくお願いします
…安居（継）君
細江まさとを忘れないで下さいませ。久々に出席しました
…細江君
新元号 待つ心 時めく花見時…正村君
誕生日を祝っていただいて…澤田君
妻の誕生日を祝っていただいて…細江君
金婚式を２年ｵｰﾊﾞｰしました。次は何でしたかな…大森君
結婚記念日を祝っていただいて…岡君、青木君、上西君
皆出席を祝っていただいて…杉本君、渡邊君
１３年前多くの先輩方の顔が浮かびます。多くの方々に支
えられて楽しい時を過ごさせて頂きました…小島君
入会記念日を祝っていただいて…本庄君、宇佐美君
入会して早１３年、少しは成長できたかしら？…渡邊君
毎週美しいびわ湖を眺めに来て１３年もたってしまいまし
た。健康で出席できて感謝しております…小島君
ＳＡＡのお許しをいただいて…中川君、上田君

他クラブプログラム予定
４月 ５日(金)

長浜東ＲＣ 「花見例会」

受付なし

４月 ８日(月)

長 浜ＲＣ 「花見例会」

受付あり

４月 ８日(月)

五 ・ 能ＲＣ 「花見例会」

受付あり

４月 ９日(火)

長浜北ＲＣ 「休会」

受付なし

４月 ９日(火)

彦根南ＲＣ 「彦根城の
世界遺産登録に向けて」

青木竺峰

宇佐美雅也

