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ロータリーを学び、実践し、発信しよう
；Enjoy Rotary
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第３２４２回例会
２０１９．４．２５
開会点鐘
ロータリーソング斉唱「我らの生業」
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
｢昨年よりの国際奉仕と
＜手を洗おう会＞について」
担当：国際奉仕委員長 小島充子
閉会点鐘

今日の食事
本日のスープ スズキのプロバンズ風
サラダ デザート パン

次回例会案内
（2019.5.2）休会
（2019.5.9）「創業５６年を振り返る」担当：井の下精作君

サマルカンド-文化交差路（ウズベキスタン）
ウズベキスタン中東部、サマルカンド州の州都。紀元前6世紀
から知られる中央アジア最古の都市。12～13世紀には商業都
市、14 ～ 15 世 紀 に は チ ム ー ル 帝 国 の 首 都 と し て 繁 栄 し
た。 ”サマル”は人々が出会う、”カンド”は町の意。文字
通りサマルカンドは世界の交差点、諸文化の融合する地であ
る。14～15世紀のレギスタン・モスク、ビビ・ハヌイム・モ
スク、シャーヒ・ジンダ、グール・エミール、ウル・ベグ天文
台など著名なイスラム建造物が現存している。

お祝い
会員誕生日

御代麻理子君（４月１２日）
藤岡聖和君（４月２７日）
小島充子君（４月２９日）
角田 仁君（４月３０日）
後藤元一君（５月３日）
瀧沢隆司君（５月４日）
岡田眞智子君（５月４日）
吉原 保君（５月７日）
ご夫人誕生日 秋野君ご夫人和子さん（４月２７日）
田井中（徹）君ご夫人純子さん（４月２７日）
今村君ご夫人幸代さん（４月２９日）
本登君ご夫人直子さん（５月７日）
結婚記念日
井の下君ご夫妻（４月１０日）
清水君ご夫妻（４月２６日）
小田柿君ご夫妻（４月２７日）
御代君ご夫妻（４月３０日）
細江君ご夫妻（５月３日）
近藤君ご夫妻（５月６日）
皆出席
宇佐美君…７年

次年度ローターアクト委員長会議報告
次年度ローターアクト副委員長 藤田益平
次年度ローターアクト委員長会議が４月２１日京都で開催
され、嶋津委員長に代わり出席してきました。ローターアクト
会長エレクト会と次年度指導者研修会と同時開催で彦根Ｒ
ＡＣからは川嵜エレクトと次年度滋賀ゾーン代表の安居君が
出席していて最初は両方一緒に開会行事があり、佐竹ガバ
ナーエレクトが国際ロータリーの方針やＲＩ会長エレクトのこと
など話され、そのあと地区委員長と次年度アクト代表エレクト
の方針説明があり、分科会に移りました。アクト地区委員長
会議では強調されたのは、ＲＩ資料による青少年保護でイン
ターアクトや青少年交換で未成年者の行事参加時の保護に
ついて書類が示され報告が義務づけられ、ローターアクトで
も地区内での交流にもロータリークラブへの書類による報告

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

が義務づけられ、地区外または海外派遣にはアクター単
独の場合も含めて地区への報告が必要となるなどセクハ
ラやパワハラ防止に力を入れています。また、各地とも会
員数の減少で悩んでいて、ロータリー側の協力を強く望ま
れました。

ワインクラブ報告
藤岡聖和
４月１１日（木）ホテルサンルート彦根において同好会「ワ
インクラブ」の第１４回目の例会が開催されました。冒頭、
秋野会長より最近南アフリカのワインの人気が高いという
ことと、ワインは安いから悪いというわけではなく、セブンイ
レブンなどは１５００円～２０００円でレベルの高いワインも
販売しているので、自分に合うものを探してみよう、という
いうお話をいただきました。本日のPresent by Boss!!は、
代官山のシェ・リュイ特製の「プティ・サレ・アペリティーフ」
というワインと抜群にあう６種の一口塩味パイでした。その
まま食べてもとても美味しく、やめられない・とまらないパイ
ですが、そこにワインを頂くと、ワインとパイの両方が止め
られなくなりました。当日は１１人という少し参加者が少な
い例会でしたが、１０本以上のワインをいただきました。
次回の例会は７月１８日（木）に中国料理「龍鱗」で開催
されます。今から楽しみです。

第７６回県下ＲＣ合同親睦ゴルフコンペ報告
ゴルフ同好会幹事 上田勝之
４月１９日（金）今年度は当クラブがホストで、第７６回滋
賀県下ＲＣ合同親睦ゴルフ大会を開催いたしました。登録
クラブ数は１７クラブ参加人数１０２名で当クラブからは１５
名が参加しました。曇り空でしたが暖かく、ゴルフに最適
な一日でした。結果は個人表彰として秋野君がNET73.4
で４位に入賞、支配人賞を獲得されました。その他のメン
バーも頑張り、団体準優勝となりました。次回は優勝した
いと思いました。ホストとしての役割も至らないところもあっ
たかも知れませんが、なんとかスムーズに務めることが出
来、協力して頂きました皆様ありがとうございました。最後
に松田君が念願の１００切りを達成されました。“おめでとう
ございます！！”

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４月１９日県下RC合同親睦ゴルフ大会
のコンペが行われ、４月２０日の次年度の地区研修・協議
会に９名が出席されますと話されました。
卓話の時間では、岡 銑三郎君から｢我が町の不動産
事情」について話された。
昭和３５年近江鉄道に入社し、昭和４５年に
宅建をとり、不動産を生業としてニュタウンを開
発した。土地の買収に苦労し、平田川を造成
などを行った。昭和４７年に完成した。販売の２
日前から購入の人が並んでおり、バスを用意し
た。５万円∕坪で６０坪で３００万円程度で売れた。１期２期
ともに完売した。現代、彦根市内に空き家が２０００件ほど
あり、心配している。地価公示１８万円∕坪程度であります
が、売れない。｢空き家バンク」があるが、行政に聞きに行
くが、まったく機能していない。アパートも３社で２３０室あ
いている。全体では１０００室ほど空いている。１０～１５年
先どうなるか、不良債権の予備軍であります。彦根駅東口
の開発も平成１１年からであるが、いまだ完成していない。
これも行政に聞くが何時出来るか分からないとのこと。
いっぱい人がいるのに、いったい何をしているのか、市民
も怒らんとあかん。またみんなが、こうした問題を勉強せな
いけないと卓話を終えられました。
ニコニコ箱
（本日計 32,000円・累計 2,039,000円）
第３回ＨＲＬＩへの多数のご参加をよろしくお願いします
…安居（継）君
地区研修・協議会出席の方宜しくお願いします…本庄君
明日の県下ＲＣ合同ゴルフコンペよろしくお願いします
…安居（継）君
４／１４同好会コンペで優勝いたしました。（メンバーに恵
まれました）…秋野君
卓話の時間をいただいて…岡君
安居会長、那須幹事失礼いたしまして…片岡君
連続して出席することができました。有難うございます
…細江君
巣づくりに 飛び交う燕 城下町…正村君
誕生日を祝っていただいて…岡田（建）君
家内の誕生日を祝っていただいて…大森君
入会祝いただいて…小菅君
入会４年となりました。ありがとうございます…赤嶺君
ＳＡＡのお許しをいただいて…本庄君
彦根ＲＡＣ例会
５月 ９日（木） 「カイゼン」 講師：秋野様
５月１６日（木） 「囲碁例会」
どちらも １９：３０～食事 ２０：００～例会 於．龍鱗
他クラブプログラム予定

出席報告
ﾒｰｷｬｯﾌﾟ 出席率（％)

４月２６日(金)

長浜東ＲＣ 「建物火災からの死者発生
「ゼロ」を目指して 」

４月２９日(月)

長 浜ＲＣ 「休会」

４月２９日(月)

五 ・ 能ＲＣ 「休会」

会員数

当日出席

４月１８日
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４月３０日(火)

長浜北ＲＣ 「休会」

４月 ４日
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４月３０日(火)

彦根南ＲＣ 「休会」

会報委員会
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松田充弘
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宇佐美雅也

