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エディンバラの旧市街と新市街（イギリス）
イギリス北東部、スコットランドの首都エディンバラ。主な歴
史的建造物には、聖マーガレット教会、セント・ジャイルズ大
聖堂、ホリールード宮殿、スコットランド国立美術館、エディ
ンバラ大学など。切り立った岩山の上には、エディンバラのラ
ンドマーク、エディンバラ城がそびえます。 ここは争いの絶え
なかった地域のため、旧市街は中世ヨーロッパ要塞都市の景観
を残しています。一方、新市街は18世紀以降に発展した新古典
主義の建物が並びます。その区画整理された街並みは非常に美
しく、その後のヨーロッパの都市計画に影響を与え、「計画都
市の最高傑作」と謳われるほどです。歴史的建造物が立ち並ぶ
旧市街と、均整のとれた新市街が織り成す美しい街並みが、世
界遺産に登録されました。

お祝い
会員誕生日

開会点鐘
ロータリーソング斉唱「我らの生業」
ご夫人誕生日

ビジター紹介
会食・懇談

結婚記念日
皆出席
入会記念日

会長の時間
会員のお祝い
幹事報告
委員会報告

渡邊僖子君（５月２７日）
大舘康伸君（５月３０日）
神野佳樹君（６月４日）
上西君ご夫人美枝子さん（６月１日）
宇都宮君ご夫人祐子さん（６月４日）
宇都宮君ご夫妻（５月２６日）
赤嶺君…４年
宇都宮靖雄君（平成２５年４月２５日）
本登忠雄君（平成２７年６月４日）
和田一繁君（平成２７年６月４日）
秋野正誠君（平成１５年６月５日）

ニコニコ箱報告
出席報告

卓話
｢フジテックの紹介」
担当：宇都宮靖雄 君
閉会点鐘

６月のスケジュール
６／３ 浦部謡曲教室（１９：００～千代神社）
６ 定例理事会（１３：５０～事務局）
８～９ 親睦旅行（箱根・伊東方面）
１０ 浦部謡曲教室（１９：００～千代神社）
１５ 第５回ゴルフ同好会コンペ（彦根ＣＣ・双葉荘）
１６ 芹川堤「けやき道」清掃（８：００～池洲橋西詰）
２０ 謡曲同好会お稽古（１３：４０～彦根ビューホテル）

My holiday in Christchurch

今日の食事
幕の内

次回例会案内（2019.6.6）
「 ３０年ぶりの自己紹介 」
担当 ： 片岡哲司 君

正村嘉規
４年ぶりに２０１１年大地震の復興が進む
晩秋のＮＺ、Christchurchを訪ねました。
１ヶ月前、“Ｍｏｓｑ Ｔｅｒ Ａｔｔａcｋｉｎｇ”という
悲しい事件が起こり、祈りの中にも地震の
復興は加速的に進み、中心市街地は都
市計画に沿った街づくりに活気がみな
ぎっております。

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

今回の訪問目的
のひとつに５年間
お世話になった
Ａｖｏｎ ｈｅａｄ ＲＣ
へのメーキャップが
あります。毎月曜日
６時から、会場は地
域のコミュニティ・ボウリングクラブで、例会では“Ｈｉ ｙｏｓｈｉ
（嘉規） We are most welcome“で次々とハグで迎え入れ
ていただき、実にたどたどしい英語で旧交を温める楽しい
一時でした。
例会は、まずは私達がロータリーソングを合唱するように
全員起立で”神への忠誠と食事への感謝”を唱和します。
それからがCatering Serviceによる、こちらのカレーライス
例会のようなバイキングスタ
イルで、ワイン、ビールを飲
み な が ら 楽 し み ま す。メ
ニューはいたってシンプ
ル－野菜サラダ、ボイルポテ
ト、ハム、ローストビーフ、シ
チュー、チーズ、ライス等－
毎回同じような内容です。
その後は、Ｒｏｔａｒｙ ｂｕｓｉｎｅｓｓといって会長、委員会か
らの報告事項等があり、ゲストスピーカーのレクチャーに
移ります。（私には全然英語が理解できず毎週居眠りタイ
ムでした）
例会が一番盛り上がるのはユーモアあふれるニコニコ箱
のようなものでしょうか！ ３人の会員がバケツを持って立
ち上がり、司会者が演台からジョークやクイズや個人のエ
ピソード、例えば“Ｙｏｓｈｉ お前は今夜も居眠りしていた
ネ・・”があり、コインをバケツに投げ入れる笑いのShowtimeです。例会での会員同志のなごやかな親睦を深める
メインイベントになっております。最後に全員起立して
ｎａｔｉｏｎａｌ ａｎｔｈｅｍを斉唱して閉会となります。
ちなみに次週の例会は“ Ｔｅｒr ａｔｔａckｉｎｇ ｖｉｃｔｉｍ
ｓｕｐｐｏｒｔ”です。 “Ｗｈａｔ ａｒｅ ｙｏｕ ｄｏｉｎｇ” に
“Ｉ ｄｏｎ‘ｔ ｋｎｏw”の答えでした。

前回例会報告
会長の時間では、まずはじめに、先日近江八幡で行わ
れたＲＹＬＡの受講を修了された池上 航君に受講修了証
が手渡されました。ここ数日暑い日が続いていることから、
熱中症などに注意して下さいとの話がありました。また、瀧
沢ＳＡＡより来週からドレスコードがクールビズに変更にな
りますとの報告がありました。
本日の卓話は、５月１７～１９日の３日間、近
江八幡の国民休暇村にて開催された、２６５０
地区のＲＹＬＡに参加された池上 航君より、
参加報告をしていただきました。
本年度のＲＹＬＡのテーマは「学び。そして
創造」ということで、今年も男性６２名､女性２５
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松田充弘

４．みんなのためになるかどうか

名、合計８７名もの受講生が各地から集まりました。３日間
のスケジュールは、1日目：講話「子供が守られる社会に」
（後藤啓二氏）、「ＡＩ時代にリーダーがしなければならない
と」（津田久資氏）、２日目：講話「ジャーナリズムの現在
地、フェイクニュースに騙されるな」（三浦準司氏）などと
なっていて、それぞれの講話を受けて感じた感想をお話
しいただきました。後藤氏の講演からは、児童虐待につい
て改めて考えるきっかけになったとのことで、児童相談
所、学校、警察それぞれの連携不足がその発覚を妨げて
いる要因になっており、子供の命を守る意識を一人ひとり
がより高く持つことが大切であるとの気づきを話されまし
た。他の講師の講演からも、ＡＩ時代のリーダーとして、「考
える力」を伸ばすことの必要性や、ＳＮＳが全盛の今、個人
が情報の受け手だけでなく発信者にもなる時代における
情報の扱い方など、多くの気付きがあったとのことでした。
同年代の様々な業種や職業の参加者たちと議論した
り、レクリエーションなどをする中で、様々な学びがあった
ようで、特に同じ班になったメンバーとは、３日間で出来た
仲間とは思えないくらいの深い繋がりも生まれたようです。
お客さま
池上 航君（ＲＹＬＡ受講生・石原産業㈱）
ニコニコ箱
（本日計 30,000円・累計 2,213,000円）
池上航さん、ライラ修了おめでとうございます。本日の
卓話よろしくお願いします…安居（継）君、那須君
池上航君、ライラ受講お疲れ様でした…石原君
ゲストの池上さん、ＲＹＬＡ（ライラ）参加お疲れ様でした。
報告発表ありがとうございます…後藤君
第３回Ｈ・ＲＬＩ、秋野さん、参加の皆さんありがとうござい
ました…安居（継）君
柿生る キウイ（ニュージーランドのこと） 老いの血燃える
旧知のハグ…正村君
バッジ忘れました…小椋君
駅前で昨夜遅くに大変お騒がせ、ご迷惑をおかけしまし
た…石原君
誕生日を祝っていただいて…浅山君
妻の誕生日を祝っていただいて…大舘君
結婚記念日を祝っていただいて…赤嶺君
ＳＡＡのお許しをいただいて…近藤君、小田柿君
彦根ＲＡＣ例会
６月 ６日（木） 「ボウリング例会」
１９：３０～例会 於．ビバシティ ラピュタボウル
６月２１日（金） 「最終例会」
１９：３０～例会 於．バスティアン クントラーリ

他クラブプログラム予定
５月３１日(金)

長浜東ＲＣ 「休会」

６月 ３日(月)

長 浜ＲＣ 「継続し続ける企業の条件～
長寿企業からみる企業の
存続条件～」

６月 ３日(月)

五 ・ 能ＲＣ 「創立記念例会」

６月 ４日(火)

長浜北ＲＣ 「第５回クラブ協議会」

６月 ４日(火)

彦根南ＲＣ 「逆命利君を旨として
～職業としての政治」

青木竺峰

宇佐美雅也

受付なし

受付あり

