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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

皇室からの彦根城借用一件資料

国際ロータリー・テーマ

ロータリーは機会の扉を開く

彦根城は明治のはじめに廃城（はい
じょう）となると陸軍省が所有していま
したが、明治24年（1891）に宮内省（く
ないしょう）からの要請で譲渡され、御
料地（ごりょうち）となりました。御料地
とは皇室の土地のことです。この写真
の資料は、御料地になった彦根城を
井伊家が拝借して使用する前後の書
類をまとめたものです。この中で一番
多い記述は城の保存・管理に関する
ものです。城が傷まないように保存す
るには費用がかかったようで、旧彦根
藩の関係者が管理するのに苦労して
いた姿がしのばれます。
【彦根城博物館 学芸員（古文書） 蔭山兼治】

（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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開会点鐘
ロータリーソング斉唱

★ポールハリス語録
「立派な目的に全身全霊を打ち込めば、
幾分なりとも、その良さが必ずわかるものです。｣

お祝い
会員誕生日

小山祐輔君（４月１８日）

「それでこそロータリー」
ビジター紹介

結婚記念日

岡君ご夫妻（４月２日）
片岡君ご夫妻（４月１３日）

入会記念日

本庄秀樹君（平成２３年４月７日）

会長の時間
会員のお祝い
幹事報告

地区研修・協議会報告

委員会報告
ニコニコ箱報告
出席報告

卓話
やまいじょうず

し に べ た

「病 上 手 の死下手」
担当：大森修太郎 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（2021.4.22）
「 私の仕事 」
担当 ： 小田柿喜暢 君

会長エレクト 青木竺峰
４月１１日（日）に国立京都国際会館において地区研修・協
議会が行われ、上田次年度幹事と出席しました。
松原ガバナーの開会点鐘・開会宣言で始まりました。
特別講話「ロータリー 人生の奉仕」という題でパストガバ
ナー元ＲＩ理事 千玄室氏より、人生そのものが奉仕であり、
他の人の為になることを心からさせていただくことが大切で
ある。大きな気持ちですべてを乗り越えたところに奉仕（行
動）により、活力と輝きがあると講話されました。
次にガバナーエレクトの馬場益弘氏より、次年度に向けて
「ＲＩ会長テーマと重点項目・地区スローガンと方針」が発表
されました。ＲＩ会長 シェカール・メータ氏のテーマは「奉仕
しよう みんなの人生を豊かにするために」、地区スローガン
は「活力と輝き」ロータリーの基本を大切に、であります。
その後、地区予算案の
説明・地区からの連絡・公
式 訪 問 に つ い て・ガ バ
ナー月信について報告が
ありました。
松原ガバナーの閉会挨
拶・閉 会 宣 言・開 会 点 鐘
で終わりまた。

四つのテスト １．真実かどうか ２．みんなに公平か

はじめまして
米山奨学生 張 暁平
初めまして、滋賀大学経済学研究科
の張 暁平と申します。出身地は中国
の広東省広州市です。
私は２０１９年１０月に、初めて日本に
きました。日本に来る前に、中国の大
学で日本語を専攻として勉強していま
した。その同時に、ダブルディグリーとして経済学に関す
る授業も取りました。日本語と経済学の知識をもっと深く勉
強したく、日本の文化を身をもって体験したいので、日本
に留学にきました。また、日本に来る前に、半年間、中国
にある日系企業で日本語通訳を働いたことがあります。そ
の時、日本人社員と中国人社員との間、コミュニケーショ
ンの橋という役割を担当した私が、ますます日中両国の社
員間の異文化ギャップを意識しました。それで異文化問
題に興味をもってきて、日本での研究内容や研究目的は
その時に決めました。現在は澤木先生のゼミに入り、日本
企業における日中職員間の異文化問題、コミュニケーショ
ンギャップについて研究しています。
この度、ロータリー奨学生になることは、異文化への理
解のための非常に貴重な機会です。様々な国から来られ
た方々と出会い、コミュニケーションし、たくさんの友だち
ができると思います。この一年間、きっとたくさんのいい思
い出ができると思いますので、すごく期待しています。これ
からお世話になります。宜しくお願いいたします。

今

思うこと ・ ・ ・
今 思う

思いやり

助け合い
岡田眞智子
クラブの皆様いかがお過ごしでしょうか？ 新型
コロナウイルス感染拡大も一年が過ぎました。外
出、食事もままならず、コロナ太りになりました。
［苦難副門］真理に触れて目の前のピンチから目
をそらすことなくチャンスだと思い、行動を考える時
期です。コロナ感染と共存していく方向に自然と行
動していると思います。プラス思考の道も見えてき
ました。お弁当のデリバリーを利用していますが、
心のこもったメッセージ、励まし元気づける言葉が
一言工夫されていました。友人との会食もままなら
ないです。メールで楽しんでいます。お客様とも心
のつながりを大切にしています。
今こそ私たちは 思いやりと 助け合い 大切に
した生き方をしなくてはならないと思います。希望
や信頼を失うことはないと思います。あなたも私も
今の時代に生きる人間に問われていることかと思
います。明るい笑顔が早く戻ってきてほしいです。
一日も早く収束を願っております。

出席報告
会員数

当日出席

ﾒｰｷｬｯﾌﾟ 出席率（％)

４月 ８日

５４（１２）

３１（６）

０

３月２５日

５５（１２）

３１（８）

０

会報・広報雑誌委員会

６４．５８

／

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

前回例会報告
会長の時間では、４月４日地区大会が開催され、京都ホ
テルオークラに地区内各クラブの会長等が一堂に会しま
した。千玄室氏の講和が非常に印象深く、現在９７歳。目
力があり、オーラがあります。「４月２０日に特攻隊を見送っ
たことの光景が脳裏に浮かび、桜がきらいだ」というお話
が印象に残りました。所作やお話の仕方、気迫が勉強に
なります。また、西太平地域のコロナの感染状況について
リモートで講演がありました。本ＲＣもセネガルへの本の寄
贈式の実況を考えています。現地に行かなくてもリモート
で遠隔地と交流できる時代になったことを感慨深く思いま
すと話されました。
本日の卓話は上西信昭
君で「養護施設の子供達の
未来と更生保護について」
と い うテー マで 話 され ま し
た。現 在、入 所 し て い る 子
供達は自分の意思に関係なく入所している。昔は生活困
窮が主たる理由だったが、今は親の育児放棄がほとん
ど。自分の家庭がない子供達をいかに救っていけるかが
大事な課題。親の愛情を知らない子をいかに世間に送り
出すかということを考え、セミナー等を行っている。ボラン
ティア、里親等の支援のおかげで衣食住については一定
のものを維持出来ているが、一番不足しているのは愛情
であり、ここをカバーすることに注力している。また、刑務
所を出所した人向けの支援準備ホームや犯罪者更生の
刑務所面談等も意欲的に行っている。今後、過疎地での
林業農業活性化に繋げていければとの展望について紹
介。最後にこれまでのご縁のおかげでＲＣに入会でき､こう
した活動を紹介する機会に恵まれている、こういう「人との
出会い」をこれからも大事にしていきたいと話されました。
ニコニコ箱
（本日計 31,000円・累計 1,627,000円）
コロナ変異ウイルスの脅威が迫っています。コロナを気に
しなくて暮らせる日常が早く来るよう祈念します…大舘君
お釈迦様の誕生日に卓話させて頂くことを光栄に思いま
す…上西君
今年は例年になく春が早く来て桜吹雪がすでに舞ってい
ます。来年こそじっくりの花見を楽しみたいものです
…杉本君
満開を 眺めて酔いし 彦根城…正村君
米山功労者３回目いただけることに感謝…小島君
主人の誕生日を祝って頂きありがとうございます…渡邊君
妻の誕生日を祝って頂いて…後藤君
結婚記念日を祝って頂いて。５５年たちました…大森君
ＳＡＡさんのお許しを得て…瀧沢君、細江君
他クラブプログラム予定
４月１６日(金)

長浜東ＲＣ 「イニシエーションスピーチ」

４月１９日(月)

長 浜ＲＣ 「イニシエーションスピーチ」

４月１９日(月)

五 ・ 能ＲＣ 「会員卓話」 ハイブリッド例会

４月２０日(火)

長浜北ＲＣ 「法人税の税務判断のポイント 」

４月２０日(火)

彦根南ＲＣ 「ZOOM例会
お元気ですか皆さんパート３」

大森修太郎

菅谷 渉

土橋潤也

秋野浩一

