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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
広小路（ひろこうじ）

国際ロータリー・テーマ

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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幹 事
今村康博
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杉本克実

第３３０２回例会
２０２１．３．１１
開会点鐘
君が代斉唱
ロータリーソング斉唱「奉仕の理想」
４つのテスト唱和
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
「 私の原点 」
担当：安居継彦 君
閉会点鐘
於．料亭旅館 やす井

今日の食事
幕の内弁当

次回例会案内（2021.3.18）
「 確定申告について 」
担当 ： 本庄秀樹 君

まずは質問。「彦根に
広小路(ひろこうじ)とい
う場所があります。どこ
で し ょ う か？」。答 え
「東 高 正 門 前 の 三 角
形 の 駐 車 場（大 手 前
駐車場）のある所」。江
戸 時 代、彦 根 城 の 内
堀沿いの道があの場
所で拡がっていて、広
小路と呼ばれていました。広小路とは、元々は大火に備え江戸市
中に設けられた火除（ひよ）け地の広場のこと。彦根の広小路は
消防目的のものではありませんが、都市江戸の要素が彦根城下
に入り込んだと見ることもできます。「大手前駐車場」改め「広小路
駐車場」。古地名復活で面白いかも。
【彦根城博物館 学芸員（古文書） 渡辺恒一】
★ポールハリス語録
「多くの人の顔が、ロータリアンになってから変わり
ます。自国で、また海外で、奉仕の機会を見ること
を学ぶからです。｣

お祝い
会員誕生日
ご夫人誕生日

杉本克実君（３月７日）
田部君ご夫人清子さん（３月６日）
後藤君ご夫人敬子さん（３月８日）
和田君ご夫人ゆかりさん（３月１３日）
那須君ご夫人美英さん（３月１３日）
結婚記念日
安居（継）君ご夫妻（３月３日）
西村君ご夫妻（３月７日）
中川君ご夫妻（３月８日）
那須君ご夫妻（３月１１日）
入会記念日
石原成郎君（平成１２年３月２日）
杉本克実君（平成１６年３月４日）
小椋政昭君（平成１６年３月１１日）
３月のスケジュール
３／４
定例理事会（１３：３０～彦根商工会議所 会議室）
６
２０２０学年度米山奨学生終了式
（１０：００～オンライン）
７
国際奉仕セミナー（１３：００～オンライン）
８
米山奨学生ゴックさん送別会（１９：００～龍鱗）
浦部謡曲教室（１８：００～千代神社）
１６ 新型コロナワクチン接種会場標識等寄贈式
（１０：００～彦根市役所）
１８ ワインクラブ第２１回例会（１８：００～心華房）
２０ 会長エレクト研修セミナー（１４：００～オンライン）
２２ 浦部謡曲教室（１８：００～千代神社）
ロータリーの友３月号 必見どころ
横書き Ｐ１４ アイデアでコロナ禍を乗り切る！
ローターアクター
縦書き Ｐ４
企業による共助「業助」
災害に備えるために企業がすべきこと

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（2021.3.4）
１．例会再開の件
コロナ禍における例会休会基準の変更 承認
よって、３月１１日より例会再開
◇コロナ禍における例会休会基準の変更
（休会をする基準）
滋賀県コロナ警戒レベルがステージ３（警戒）以上にな
れば理事会メンバーの承認を得て例会を休会とします。
（例会を再開する基準）
滋賀県コロナ警戒レベルがステージ２（注意）以下にな
れば、理事会メンバーの承認を得て例会を再開します。
２．名誉会員の件
小菅一彦君、藤田益平君を名誉会員とする。
３．彦根ロータリークラブ細則変更の件
承認
４．２月分お祝品ニコニコ銀行引き落としの件 承認
５．財団・米山寄付銀行口座引落の件
承認

タムベット・ヘンガップライ
米山奨学生 ツーティーゴック
コロナの影響で実際にロータリアンの皆様にご挨拶でき
たのは６月でした。しかも、２月、例会が休会になって、皆
様に会えなくなりました。自分にとってはとても寂しいで
す。例会に出席するたびに、貴重な５分間を頂いて、ベト
ナムのことを紹介させて頂き、とても感謝しています。少し
でもベトナムと日本の距離を縮められたら嬉しいです。
どこへ行っても、いつも同行して頂いた渡邊カウンセ
ラーにとても感謝しています。渡邊様に日本の生け花の
お稽古に毎週連れていってもらったり、色々な美味しいお
店に連れていってもらいました。いつも楽しい、面白いお
話をしてくれて沢山笑いました。そして、必要な時に優しく
しつけをしてくれました。そのおかげで日本の文化を少し
ずつ理解できるようになりました。本当に感謝しています。
奨学金のおかげで、就職活動に集中でき、スムーズに
進むことができました。経済的な支援から、精神的なサ
ポートまでいただきました。今まで日本で辛い思い出もあ
りましたが、この１年間幸せさが溢れて、全ての辛い思い
出をカバーしてくれました。日本のことをいつまでも感謝
し、大好きです。お別れになりますが、彦根ロータリークラ
ブの皆様との絆を大切にし、学友会で今後も活躍してい
きたいと思います。ぜひ、また会いに来たいです。
「タムベット・ヘンガップライ」
（さようなら、また会いましょう）という意味です。

３月は水と衛生月間
２０１４年１０月ＲＩ理事会は、３月を重点分野：「水と
衛生月間」とした。地域社会における安全な水の公
平な提供、衛生設備や衛生状況の改善、持続可能
な水設備と衛生設備の設置、資金調達、維持管理
を地域住民が行っていくための能力向上､安全な水
と衛生の重要性について、地域住民の認識を高め
るためのプログラム支援、水と衛生に関連した仕事
に従事することを目指す専門職業人のための奨学
金支援を強調する月間である。

会報・広報雑誌委員会

／

小島充子

３．好意と友情を深めるか

４．みんなのためになるかどうか

２０２０学年度米山奨学生終了式
カウンセラー 渡邊僖子
３月６日（土）ツーティーゴックさんと共に終了式に出席し
ました。ハイブリッド方式で、私達はホテルニューオウミの
滋賀会場に参加しました。（大津中央ＲＣと２人のみの参
加）今年度は地区内で３２名の奨学生が終了されました。
１０時開会、出席者の紹介の後、松原ガバナーの祝辞
に続いて、終了奨学生代表の金典さん（京都洛東ＲＣ）に
終了証書授与。カウンセラー代表の高木氏（京都洛西Ｒ
Ｃ）に感謝状贈呈がリモートで行われました。続いてパスト
ガバナー 北河原公敬氏、地区米山学友会会長 カレン・
ジュリア・ウォーターズさん、地区米山奨学委員長 下川和
馬氏の祝辞を頂き、いよいよ３２名の終了奨学生による１
分間スピーチが始まり、ゴックさんもしっかり感謝の意と将
来の夢のスピーチができました。終了奨学生代表ブラット･
カトリーナ･ローズさんが謝辞を述べ、式は終了しました。
最後に松原ガバナー
より「ロータリーで学んだ
奉仕の精神を忘れず、
世界の人々のため尽力
して下さい」と激励のメッ
セージをいただき、会が
終了しました。
国際奉仕セミナー報告
会長エレクト 青木竺峰
３月７日（日）にオンラインZOOM会議で国際奉仕セミ
ナーが松原ガバナーの開会点鐘で始まりました。
ニューヨーク在住の医師 柳澤ロバート氏より、「アメリ
カ・ニューヨークからのメッセージ－新型コロナウイルスの
現状と収束への希望」と題して報告があり、ワクチン等で
希望が持てるとのことです。
次に地区グローバル補助金委員長の柳澤育代氏から
人道的奉仕プロジェクトに関わる重点分野についてお話
があり、次年度よりグローバル補助金で環境の分野が加
わることの説明がありました。
次に国際奉仕副委員長の貴志英生氏から西太平洋地
域のポリオ根絶へと導いた２６５０地区ポリオミションの歴史
と今後の課題が話され、あと２か国にポリオがあることが課
題であるとのことです。
最後に「ラオス住血吸虫症根絶事業」･「フィリピン･レイ
テ･タクロバン教育支援事業」と実施例の紹介がありまし
た｡松原ガバナーの講評と閉会点鐘で終了しました。
ニコニコ箱
（2/1～28計 5,000円・累計 1,332,000円）
妻の誕生日を祝っていただいて…井の下君
他クラブプログラム予定
３月１２日(金)

長浜東ＲＣ 「２１－２２年度委員会構成
報告」

３月１５日(月)

長 浜ＲＣ 「休会」

３月１５日(月)

五 ・ 能ＲＣ 「会員卓話 ＺＯＯＭ」

３月１６日(火)

長浜北ＲＣ 「休会」

３月１６日(火)

彦根南ＲＣ 「休会」

大森修太郎

菅谷 渉

土橋潤也

秋野浩一

