
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） 

寄贈式出席者（彦根） 
  篠塚 建次郎 氏     （篠塚建次郎小学校創設者） 
  古屋 典子  氏     （手を洗おう会 理事長） 
  フロランス・ディ 氏   （  〃      顧問） 
  森田 ティナ 氏     （  〃      常務理事） 
  オンバダ 香織 氏   （  〃      BIBLO担当官） 
  浅井 道浩  氏     （篠塚氏マネージャー）  
  

１９：３０～２０：４０ BIBLO寄贈式 （セネガル１０：３０～１１：４０） 

  開会の辞               セネガル  コミュニティ 

  挨拶           手を洗おう会理事長  古屋 典子 

  祝辞       篠塚建次郎小学校創設者  篠塚建次郎 

  挨拶       彦根ロータリークラブ会長   大舘 康伸 

  謝辞        篠塚建次郎小学校校長  アマル セイ  

  お礼の言葉                    同校生徒代表 

  祝辞             セネガル  アルマディ 視学官 

  祝辞             セネガル     文部大臣代理 

  祝辞             セネガル        ヨフ市長 

  祝辞     在セネガル 特命全権日本大使 新井 辰夫                

  総括の辞     手を洗おう会顧問  アマディ・バジャン 

  閉会の辞  手を洗おう会セネガル支部長 ラミン・チャム 

 

 

 

 

 

 

 

   

   セネガル共和国 

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） 
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2020～2021年度 会 長  大舘康伸  会長エレクト 青木竺峰   
          副会長  石原成郎  幹 事    今村康博 
          会 計  上田勝之  ＳＡＡ    杉本克実      

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） 

今日の食事 

次回例会案内（2021.5.27）  

 
  「 話いろいろ 」 

 担当 ： 本登 忠雄 君 

     

 

会席料理 

 

彦根 藩の儒 者中 川禄 郎

が、藩校弘道館の改革を

目指す井伊家13代直弼か

らの諮問に応えた意見書

です。禄郎は、世継ぎ時代

の直弼に藩主の心構えを

示し、またアメリカから開港

要求を受けた際には直弼

に意見を尋ねられるなど、

直弼から厚い信頼を得まし

た。この意見書では、幕府が支持する朱子学を藩校教育の中心

に据えた水戸藩などの先進事例を挙げ、教員により差異のあっ

た弘道館での教育内容を朱子学に基づいたものに統一し、弘道

館も諸藩の模範となるよう注進しました。 

           【彦根城博物館 学芸員（古文書） 北野智也】 
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第３３０９回例会 

２０２１．５．２０ 

開会点鐘  17:30～ 

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 

 幹事報告 

 委員会報告 

 ニコニコ箱報告 

 出席報告 

閉会点鐘 

 

会食    18:00～ 

 

一隅を照らすプロジェクト 

図書寄贈式 19:30～ オンライン 

 

         於．料亭旅館 やす井 

★ポールハリス語録 

 「 ロータリーの魅力は 

        ロータリーで見いだす友情でした。｣ 

知ってやはりますか？こんなこと！！ 

彦根 辺りのお宝 

彦根藩の儒者中川禄郎（なかがわろくろう）の意見書 



他クラブプログラム予定 

ご挨拶 （寄贈式）      

                         会長 大舘康伸 

 セネガルの篠塚小学校で勉強している皆さ

ん、こんにちは。私は彦根ＲＣ会長の大舘康

伸です。セネガルと日本は１４，０００キロメー

トル離れていて時差は９時間あります。日本

は今、夜です。 

 皆さん送らせていただいた本を活用して、日頃の勉強に

お役立て下さい。 

 このＢＩＢＬＯ事業にご尽力いただきましたセネガル、日

本の数多くの皆様、多大なるお力添えをありがとうござい

ました。この日ご臨席を賜りました各方面の皆様、おかげ

様で記念すべきこの日を迎えることができました。大変感

謝しております。 

 今後のBIBLO事業の発展を祈念しております。 

 はなはだ簡単ではありますが私の挨拶とさせて頂きま

す。皆さん本当にありがとうございました。  

新会員紹介  

 ５月１３日、新しく入会されました新会員をご紹介します。 

 川口 昌弘
か わ ぐ ち  ま さ ひ ろ

 君 （交通運輸業） 

 生年月日  昭和４２年９月４日 

 勤 務 先   近江鉄道㈱ 監査役  
            （彦根市駅東町１５－１) 

 趣   味  海釣・将棋・ゴルフ 

前回例会報告 

 本日の例会は、初めてオンライン（ZOOM）で行いまし

た。新会員として、近江鉄道㈱の川口昌弘君の紹介があ

りました。近江鉄道の監査役であり、初めてのロータリー参

加ですが、よろしくお願いしますとの挨拶がありました。 

 本日の卓話は彦根市世界遺産登録推進室主管の小林

隆様が「彦根城世界遺産登録について」と題して話されま

した。 

 彦根城の世界遺産登録については、平成４年から文化

庁から暫定登録された後、なかなか国内推薦がいただけ

なかったが、５年程前に、ようやく世界遺産登録に向けて

進み始めた。現在、彦根市では、令和４年に国内推薦を

受け、令和６年の世界遺産薦登録に向けて、ロードマップ 

を設定したところである。世界遺産に登録

されると、知名度が向上し、１．５倍～４倍

の観光客が見込まれる。平成１８年～１９

年にかけて、文化庁より暫定一覧表追加

記載の公募をしたが、記載されたのはごく

わずかであり、選外の候補は３０件近くに

のぼった。暫定一覧表への記載がいかに価値があるかご

理解いただけると思う。 

次のポイントである国内推薦を得るためのポイントは３つ。 

１．世界的価値が証明できていること 

２．将来に渡る保存管理体制が整備されていること 

３．地域住民が主体的に取り組んでいること 

先に世界遺産となった姫路城との違いとして、近年、国内

の専門家からの意見も取り入れ、特別史跡の範囲内にあ

る、天守、御殿、重臣敷、庭園、藩校を含めた江戸時代の

政治の仕組みを世界唯一の価値として、ほぼ証明の目途

がたったところである。 

 ２点目の保存管理体制については、これまでの彦根市

の都市行政の中で、ほぼ整備できている。 

 ３点目については、世界遺産と都市開発は相反するも

のとの誤解があったが、百舌鳥古市古墳群の世界遺産登

録によって、世界遺産は持続可能な住みよいまちづくりの

一環であると認知された。 

 彦根城を守り、活かし、未来に残していく取り組みを、是

非お一人お一人で考えていただきたい。世界遺産登録と

は、彦根城とともに持続可能なまちづくりの取り組みである

ということをあらためてご認識頂きたいと話されました。 

お客さま 

小林 隆氏（ゲスト：彦根市世界遺産登録推進室主管） 

張 暁平さん（米山奨学生） 

ニコニコ箱 

（本日計 20,000円・累計 1,714,300円） 

①川口さん入会おめでとうございます ②彦根城世界遺 

  産登録推進室の小林 隆様、本日の卓話よろしくお願 

  いします…大舘君   

川口君の入会を祝して…今村君 

初めてのZOOM例会皆様よろしくお願いします…今村君 

ZOOM例会なのに出席しました。次回からはオンライン参 

  加します…後藤君 

本日よりZOOM例会です。宜しくお願いします…松田君 

本日小林様よろしくお願いいたします。皆でめざそう彦根 

  城世界遺産…和田君 

小林主幹卓話よろしくお願いします。川口君入会おめでと 

  うございます。ご活躍を期待します。ＺＯＯＭ例会成功 

  を！…青木君   

いとこから 新茶のたより 心癒す！！…正村君 

会報・広報雑誌委員会  ／  小島充子  大森修太郎  菅谷 渉  土橋潤也  秋野浩一 

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 ４．みんなのためになるかどうか 

５月２１日(金) 長浜東ＲＣ 「休会」              

５月２４日(月) 長   浜ＲＣ 「休会」      

５月２４日(月) 五 ・ 能ＲＣ 「献血」     

５月２５日(火) 長浜北ＲＣ 「短縮例会」         

５月２５日(火) 彦根南ＲＣ 「コロナワクチンと感染動向」 
           ＺＯＯＭ例会 

出席報告 

 会員数 当日出席 ﾒｰｷｬｯﾌﾟ 出席率（％) 

５月１３日 ５４（１２） ２７（３） ０ ６０．００ 

４月 ８日 ５４（１２） ３１（６） ０  


