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第３２４５回例会

ラニ・キ・ヴァヴはインド北西部、パタンのサラワティ川の川
岸に築かれた階段井戸。階段井戸とはインド亜大陸における独
特な地下構造物で、その中でも稀有な例のラニ・キ・ヴァヴ
は、11世紀に造られた。信仰と水管理の機能をあわせ持ち、水
の神聖性を高める寺院として設計された。水利システムは7階
建てで、階段と芸術性の高い彫刻壁で構成されている。特に、
大小合わせて1500以上を数える彫刻は、宗教的で神秘的、か
つ世俗的な心象が組み合わされており、内部空間に神聖な空気
を漂わせている。

お祝い
会員誕生日

２０１９．５．２３
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
｢ＲＹＬＡ報告」
ゲスト：ＲＹＬＡ受講生
担 当：青少年委員会
閉会点鐘

ラニ・キ・ヴァヴ グジャラート・パタンの女王の
階段井戸（インド）

浅山禎信君（５月２５日）
渡邊僖子君（５月２７日）

ご夫人誕生日 大舘君ご夫人佳代子さん（５月２９日）
結婚記念日

赤嶺君ご夫妻（５月２５日）
宇都宮君ご夫妻（５月２６日）

第３回Ｈ・ＲＬＩ報告

池上

今日の食事
本日のスープ 鯛のポワレ
サラダ デザート パン コーヒー

次回例会案内（2019.5.30）
「 フジテックの紹介 」
担当 ： 宇都宮靖雄 君

航君

松田充弘
５月１６日（木）ホテルサンルート彦根にて、第３回Ｈ・ＲＬＩが
開催されました。今回は「ロータリーセントラル１０の目標を達
成するために」をテーマとして、ディスカッション形式で行わ
れました。
初めに安居（継）会長から彦根ロータリーの未来のために
しっかりと勉強してくださいとの激励がありました。その後、吉
原君、角田君、松田君をディスカッションリーダーとして、
①例会のプログラムを充実し楽しい例会にするためには
②親睦活動や同好会活動を充実し魅力あるクラブ作りを
するためには
③ローターアクトクラブを維持発展させるためには
という３つの先出し質問について議論しました。
参加したメンバーが割と少なかったこともあり、一人あたり
の担当時間が３０分ほどあったため、一つのテーマについて
より深く議論することができた反面、議論の焦点を絞りきれ
ず、議論が間延びしてしまうこともあり、皆さんディスカッショ
ンリーダーとしての進行の難しさも感じていました。
終了後の懇親会では、秋野リーダーからロータリーについ
てのあれこれを教えて頂く場にもなり、田井中（徹）君から珍
しい青い色のワインの提供もあり、有意義なひとときを過ごさ
せていただきました。

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

ゴルフ同好会第４回ゴルフコンペ報告
ゴルフ同好会幹事 上田勝之
５月１８日（日）第４
回ゴルフ同好会コン
ペ を彦 根 カン ト リ ー
倶楽部にて開催しま
した。今回は１２名の
参加でした。
天気は曇り空で雨
を 心 配 し ま し た が、
一日もちました。３組
に分かれてのラウンド。２組目は、研修生のキャディーの
指導ということで２名の若いキャディーさんが付き、他の組
から羨ましいの声が。
ラウンド後は、レストラン千成亭にて成績発表。ＤＣは大
舘さんが２本獲得。ＮＰは赤嶺さん、田部（泰）さん、田井
中（徹）さんが獲得されました。今回の優勝はＮＥＴ７４．８
の赤嶺さんでした。
今年度の年間ポイント上位は赤嶺さん、秋野さん、田井
中（徹）がさん、田部（泰）さんの熾烈な争いとなっていま
す。次回６月１５日が最終となります。だれが年間優勝者
になるかお楽しみに。
OUT IN GROSS HDCP NET
優 勝 赤嶺英光 君 ５１ ４９ １００ ２５．２ ７４．８
準優勝 本登忠雄 君 ４８ ４８
９６ ２０．４ ７５．６
３ 位
秋野正誠 君 ４４ ４５
８９ １３．２ ７５．８
考えよう、海洋プラスチックごみ

☆マイクロプラスチックとは？
５㎜以下になったブラスチックは「マイクロプラスチック」と
呼ばれます。プラスチック製品は紫外線などで細かくなり
ます。難分解性（自然に分解されない物質）なので、長期
にわたって海の中に存在することになります。
（ロータリーの友５月号より）

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

前回例会報告
会長の時間では、５月１１日に県下ＲＣ新旧合同会長幹
事会が開催され、栗東ＲＣより次年度ＩＭを９月７日(土)栗
東芸術会館で開催しますと発表されました。５月１８日に
は、栗東ＲＣ創立３５周年記念例会へ出席しますと話され
ました。
卓話は森育男君から｢野菜のはなし」がありました。
昭和５０年１月に脱サラして園芸センター森
を開業し、平成８年に法人化して現在に至っ
ています。職業分類は｢種苗販売｣になって
います。
野菜を分類すると、夏野菜(ナス、キュウリ、
トマト、カボチャ、トウガラシ、およびスイカ等）と冬野菜(大
根、かぶら、白菜、およびほうれん草等）があります。 ８月
３１日は野菜の日です。
｢タキイの野菜と家庭菜園に関する調査」をもとに、大人
が好きな野菜は、２００９年１位トマト、２位メロン、３位じゃ
がいも、４位タマネギ、５位スイカです。２０１８年１位トマト、
２位タマネギ、３位枝豆、４位じゃがいも、５位キャベツであ
ります。子どもが好きな野菜は、２０１２年１位トマト、２位
キュウリ、３位とうもろこし、４位じゃがいも、５位枝豆です。
２０１８年１位トマト、２位じゃがいも、３位とうもろこし、４位さ
つまいも、５位スイカであります。
嫌いな野菜は大人では２００９年ではセロリ、ゴーヤ、モ
ロヘイヤで、２０１８年ではゴーヤ、セロリ、モロヘイヤであり
ます。子どもでは２０１２年ゴーヤ、ピーマン、トマト、２０１８
年ではゴーヤ、セロリ、春菊となっています。
野菜好きは大人の９割、子どもの６割になっています。
家庭菜園で作っている野菜ベスト３は、２０１２年も２０１８
年も、トマト、キュウリ、ナスであります。新鮮な野菜を料理
の仕方しだいで、野菜が食べられると思います。トマトは
桃太郎の品種は完熟で人気が高い。なかでも、桃太郎
ゴールド（橙黄色）は体内に吸収しやすいシス型リコピンを
多く含みおすすめであると、卓話を終わられました。
ニコニコ箱
（本日計 23,000円・累計 2,183,000円）
今日のＨ・ＲＬＩ、秋野さん、参加者の皆さんよろしくお願い
します…安居（継）君
新旧合同会長幹事会、事務局員研修会お疲れ様でした
本庄さんお世話になりました…那須君
卓話の機会をいただいて…森君
ちょっと良いことがありました…小椋君
クールビス（ノーネクタイ）フライングしましてすみません。
次回は気をつけます…川村君
いつも世話をしてくれる妻に感謝して…上田君
結婚記念日を祝っていただいて…藤田君、小田柿君
ＳＡＡのお許しを頂いて…田井中（順）君、本登君､石原君
他クラブプログラム予定
５月２４日(金)

長浜東ＲＣ 「夜間例会」

受付あり

５月２７日(月)

長 浜ＲＣ 「新旧クラブ協議会」

５月２７日(月)

五 ・ 能ＲＣ 「クラブ協議会」

受付あり
受付なし

会員数

当日出席

５月１６日

６１（１４）

３９（７）

１

７４．０７

５月２８日(火)

長浜北ＲＣ 「休会」

４月２５日

６２（１４）

４２（９）

８

８７．７２

５月２８日(火)

彦根南ＲＣ 「青少年奉仕について」

会報委員会

／

松田充弘

青木竺峰

宇佐美雅也

