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知ってやはりますか？こんなこと！！

彦根 辺りのお宝
山の湯（第二弾）

国際ロータリー・テーマ

山の湯は娯楽の殿堂で
男湯の涼み処は外堀に
面し、堀には鯉が泳いで
いて、日中から碁を打つ
たり風呂上がり寛ぐ人々
で賑わっていました。

ロータリーは機会の扉を開く
（国際ロータリー会長 ボルガー・クナーク）

地区スローガン

ロータリーの原点に返る
誠意をもって語り合い、勇気をもって共に未来へ
（第2650地区ガバナー

松原六郎）

彦根ＲＣ会長テーマ

クラブの為に 故郷の為に

みんなの為に

（彦根ロータリークラブ会長 大舘康伸）
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第３２９５回例会
２０２０．１１．１２
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
「たくさんの言葉に支えられて」
担当：佐々木治郎 君
閉会点鐘
13:40～ 公式訪問事前クラブ協議会
於．料亭旅館 やす井

春にもなれば山の湯の山
一帯は桜が咲き、彦根城
に桜が植わるまで一時期
桜の名所でした。
近隣する土橋町には三階
建てのかしわ屋・肉屋・三
吉屋寿司など食べ物屋が
多く並んで賑わっていたよ
うです。

（絵）上田道三

（選）小島充子

★ポールハリス語録
「素晴らしい夢を見てそれを実現していくのなら、
夢を見ることも、おそらくそんなに悪いことでは
ないでしょう。」

中川豊太良ガバナー補佐 ご経歴
生年月日 昭和１５年１０月１日
職業分類 住宅供給 （豊住研㈱ 代表取締役会長）
ロータリー歴
１９７８年
長浜東ＲＣ入会
１９９０年
滋賀湖北ＲＣ創立（現：長浜北ＲＣ）
チャーターメンバー
１９９２～９３年度 会長
１９９８～９９年度 地区環境保全委員長
２００１～０２年度 ＩＭ第１組ホスト 実行委員長
２００８～０９年度 会長
中川ガバナー補佐をお迎えして
会長 大舘康伸
このたびはお忙しい中、彦根ロータリークラブに足を運ん
で頂きありがとうございます。
メンバー一同歓迎いたします。
わたしたちのクラブはこのコロナ禍の中、色々と制約があり
ますが、例年とできるだけ変わらないクラブ運営を心掛けて
います。何か気が付かれた点 改善点などございましたら、
ご助言の程よろしくお願いいたします。

今日の食事
幕の内弁当

お祝い
会員誕生日
入会記念日

次回例会案内（2020.11.19）
「新会員スピーチ」
土橋 潤也 君 ・ 秋野 浩一 君

正村嘉規君（１１月１３日）
田井中順次君（昭和５３年１１月２日）
戸所岩雄君（昭和６３年１１月１０日）

四つのテスト １．真実かどうか ２．みんなに公平か

理事会報告（2020.11.5）
１．松原六郎ガバナー公式訪問の件 承認
２．年忘れ例会の件 １２月１７日（木）１８：００～於.やす井
３．盲導犬普及チャリティーバザーご協力お願いの件
承認
地域別職業奉仕担当者懇談会報告
職業奉仕委員長 渡邊僖子
１０月２４日（土）ホテルボストンプラザ草津及びZOOMで
のオンラインにおいて「地域別職業奉仕担当者懇談会」
が開催され、ホテルに集まったのは中川ガバナー補佐と
地区委員会より５名と各クラブから６名で、あとはZOOMに
よる出席でした。上原委員長、中川ガバナー補佐の挨拶
のあと、出席者の自己紹介をして、７月２３日実施のアン
ケート分析、グループディスカッション、情報交換が行わ
れ、職業奉仕の難しさを話し合いました。「我々は自身の
職業を通して奉仕しているのだからあえて活動はしていな
い」「今まで職場訪問が中心の活動であったが、現在コロ
ナ禍のもと、どのようにするべきか」などの意見が出まし
た。我がクラブは「従来の職場訪問を今年はやめ、近い将
来、超高齢化社会を迎えるに当たり、地域包括支援セン
ターの取り組みを学ぶ会にする予定」と発表しました。
前回例会報告
会長の時間では、来る１２月３日の例会は年次総会と
なっておりますので全員出席いただきたい。１０月の少年
サッカー大会関係の行事無事終えられたという報告と手
を洗おう会との打合せのため山梨県清里に田井中徹君、
小田柿君、澤田君と行ってきたとの報告がありました。
今月から米山奨学生ゴックさんの３分間スピーチが始ま
りました。先日卓話のため野洲クラブへ行き、その時琵琶
湖大橋のたもとにあった大観覧車イーゴスがあったこと、
その観覧車が今ベトナムのダナンにあるものだとわかり縁
を感じました。イーゴスは「すごーい」の逆読みだそうです
ね。ベトナムでは「サン・フォイール」という愛称で１９９メー
トルという高さはダナンの街を一望できる観光施設となっ
ていますと話されました。
続いて本日の卓話として、嶋津ロータ
リー財団委員長より「財団の仕組みと資
金について」と題して話されました。
財団への寄付の用途としては、まずグ
ローバル補助金への拠出があります。こ
らは例えば、先日、近江八幡ＲＣがモン
ゴルのウランバートルで母子健康維持を
目的とした取組をされたような事例のものです。また、ポリ
オ撲滅に向けた取組も、拠出用途の一つです。こうした、
ロータリー財団全体で大きな事業規模で取組されている
点がグローバル補助金の特徴です。ただ、こうしたグロー
バル補助金で充足できない部分、もっと直接的に事業参
加したいという要望に基づくものとして、財団の授与と受

出席報告
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会報・広報雑誌委員会

３．好意と友情を深めるか

諾の条件のもと、使い方を各地区に委ねられた補助金
が、「地区補助金」です。例えば、前年度の日越交流プロ
ジェクトは、地区補助金＋クラブ自己資金で取組したもの
です。この場合のクラブ自己資金の原資は、会員の皆さ
んからの「ニコニコ」であるという説明のもと、ニコニコの意
義について説明されました。こうした事業への取組が、
トータルでクラブ知名度向上と会員増強に繋がるものであ
り、今後も積極的な取組をお願いしたいと話され、最後ポ
リオデーの映像を鑑賞しました。

お客さま
ツーティーゴックさん（米山奨学生）
ニコニコ箱
（本日計 39,000円・累計 778,000円）
10/25（日）少年サッカー教室、10/31（土）少年サッカー大
会を晴天の中無事終えることができました。青少年委
員会、上西委員長をはじめお手伝いいただきましたメ
ンバーの皆様ありがとうございました…大舘君
サッカー教室、サッカー大会お疲れ様でした
…安居（継）君
ロータリー杯少年サッカー大会お疲れ様でした…和田君
財団月間、嶋津君ご苦労様です…岡田君
今月は財団の卓話の時間をいただきましてありがとうござ
います。どうぞよろしくお願いします…嶋津君
今月からゴックさんのスピーチタイムをいただきありがとうご
ざいます。ゴックさんガンバ！！…渡邊君
ハローウィン 久方の満月 届け願い…正村君
良いお天気です…細江君
マルチプルＰＨＦをいただいて…宮川君、中川君、瀧沢君
結婚記念日…川原崎君
３１回目の入会記念日を祝っていただいて…細江君
入会記念日を祝って頂いて…中川君、青木君、片岡君
彦根ＲＡＣ例会
１１月１２日（木） 「バルーンアート例会」
１９：３０～食事 ２０：００～例会 於．龍鱗
１１月２２日（日） 「盲導犬普及活動」
１０：３０～１６：００ 於．中央町 えびす講にて
今年度も「彦根大ゑびす講」において盲導犬普及チャリ
ティーバザーを行い、集まった募金を関西盲導犬協会へ
寄付したいと考えております。つきましては、彦根ＲＣの皆
様からもバザー販売物品の提供にご協力頂きたくお願い
申し上げます。１１月１９日（木）までに彦根ＲＣ事務局まで
お願いいたします。
（彦根ＲＡＣ会長 川嵜海知 ）
他クラブプログラム予定
１１月１３日(金)

長浜東ＲＣ 「コロナ禍越えて、
未来の長浜市」

１１月１６日(月)

長 浜ＲＣ 「イニシエーションスピーチ」

１１月１６日(月)

五 ・ 能ＲＣ 「会員卓話」

１１月１７日(火)

長浜北ＲＣ 「県の中小企業支援策に
ついて」

１１月１７日(火)

彦根南ＲＣ 「米山奨学生スピーチ」

６７．９２

／

小島充子

４．みんなのためになるかどうか

大森修太郎

菅谷 渉

土橋潤也

秋野浩一

受付なし

