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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

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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開会点鐘

彦根市中央町に「長松院」という
寺院があります。
彦根藩初代の藩主 直政公火葬
の供養塔があり、また、大変珍しい
世界初といわれる木造の自転車
新製陸舟奔車（写真・復元物は彦
根市立図書館蔵）を発明した平石久平次時光の墓も保存されて
います。平石久平次は彦根藩士で学術に優れ、京都において関
孝和の高弟中根元珪について和算を修め、天文学では毎夜星
を観測し、精密な天文図
「天文分理図」を作成し、
彦根の位置をかなり正確
に緯度経度に表し てい
たといわれています。
彦根総合高校学生が
復元したもの →
（選）大森修太郎
★ポールハリス語録
「草木が緑をなす限り、川が流れる限り、ロータリー
はその理想、奉仕の理想を崇拝し続けるでしょう。｣

お祝い
会員誕生日

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

ご夫人誕生日

ビジター紹介
会長の時間

結婚記念日

会員のお祝い
幹事報告
委員会報告
ニコニコ箱報告

入会記念日

出席報告
卓話
「雑感」
担当：北村

登君

閉会点鐘

於．オンライン（ＺＯＯＭ）

次回例会案内（2021.6.10）
「 私の地域活動 」
担当 ： 西村 昭 君

神野佳樹君（６月４日）
佐々木治郎君（６月４日）
森 育男君（６月２４日）
宮川君ご夫人明美さん（６月６日）
中川君ご夫人蓉子さん（６月８日）
清水君ご夫人桂子さん（６月１９日）
戸所君ご夫妻（６月８日）
今村君ご夫妻（６月９日）
神野君ご夫妻（６月１４日）
土橋君ご夫妻（６月２６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）
近藤市右ヱ門君（平成２５年６月６日）
田井中 徹君（平成２５年６月６日）
玉置貴一君（令和元年６月２０日）

６月のスケジュール
６／ ３ 定例理事会（１３：４０～彦根商工会議所）
５ 会長杯ゴルフコンペ（彦根ＣＣ）
会員研修会（１７：３０～やす井）
７ 浦部謡曲教室（１８：００～千代神社）
１２ ゴルフ同好会第５回ゴルフコンペ（彦根ＣＣ）
２８ 浦部謡曲教室（１８：００～千代神社）
ロータリーの友６月号 必見どころ
横書き Ｐ３ ＲＩ会長メッセージ
Ｐ７ 私たちの自然の中で

四つのテスト １．真実かどうか ２．みんなに公平か

第２回社会奉仕委員長会議報告
社会奉仕委員長 田井中 徹
５月２３日（日）、第２回の社会奉仕委員長会議がオンラ
イン（ZOOM）での会議として開催されました。コロナ禍に
おいてリモートでの会議が主流となり移動時間も無くなり、
非常に便利に会議に参加できました。しかしながら、主催
者側がまだまだリモート会議に慣れておられないようで初
めは音声が聞き取れにくい状況で画像が静止するなども
ありましたが、内容は良かったと思います。
講演は「ＮＰＯ法人ベースボールスピリッツ」理事長の奧
村幸治氏の『一流のプロの考え方と行動から学ぶ「これか
らの生き方」』というテーマで、星野仙一監督や田中将大
投手の実際にあった出来事を具体例に挙げて、年代の考
え方に違いや、今の若者の指導方法などを分かり易く講
義いただきました。状況や相手に合わせた考え方の切り
替えの大切さ、組織を運営していく上での新しい考え方を
教えていただきました。良い機会をいただけたことに感謝
いたします。
ゴルフ同好会第４回ゴルフコンペ報告
ゴルフ同好会幹事 小田柿喜暢
５ 月 １ ６ 日（日）に、本
年度第４回目のゴルフ
同好会のコンペを行い
ました。第４回目はホー
ムグランドの彦根カント
リー倶楽 部で総勢１３
名の参加者と なりまし
た。前日まで雨が心配されましたが、曇り空で時折パラパ
ラと雨が降る程度でしたので、プレイに大きな影響はあり
ませんでした。結果は、優勝者 田部君、ベスグロ賞は正
村君でした。次回は６月１２日（土）に開催いたします。
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前回例会報告
会長の時間では、セネガルにある篠塚健次郎氏の小学
校への本の寄贈式を行った。セネガルの校長先生、有力
者の方々など、多くの方にご参加いただいた。コロナ禍の
中であるが、1万４０００㎞離れたセネガルと盛大な式が開
催でき、非常にうれしく思っている。読売新聞などに取り上
げられ、多くの方に情報発信ができた。未来お金基金とい
う基金を新設したいと考えて
い る。内容に つい ては別途
理事会において議論して頂
いた上で、最終例会にて皆さ
んのご承認を賜りたいと話さ
れました。
出席報告
会員数

当日出席

ﾒｰｷｬｯﾌﾟ 出席率（％)

５月２７日

５４（１２）

２９（２）

０

５月１３日

５４（１２）

２７（３）

０

会報・広報雑誌委員会

６１．３６

／

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

本日の卓話は、本登忠雄君より「話いろいろ」と題して話
されました。
以前、耐震診断の話を頂戴した。市から
の補助を活用して、耐震診断のすすめの
お話であった。耐震診断だけでは、不十分
であり、診断後、耐震の設計をしなければ
ならない。今の建物をどう補強すれば耐震
性能があるのか？例えば、窓を壊して、壁
にするなど、机上の検討である。そして耐震補強工事を実
施することになるが、商工会議所ビルの場合は、柱を太く
する補強工事を現在実施中である。耐震補強とは、災害
が起きた時に、一度に全壊する危険性を抑え、逃げる時
間を稼ぐことである。
ここから、あまり得意でない話です。６０歳で結婚し、子
供が生まれた。その子供が先天性の難聴であった。遺伝
子の劣勢遺伝子が、男２０人に一人、女２０人に一人あり、
４００組に１組の割合かつ、更にその４分の１の確率で難
聴の子が生まれる。先天性の難聴とは、空気の振動を電
気信号に変える仕組みである内耳に問題がある。その補
助のために、人工内耳を蝸牛の中に埋め込むための手
術をする。できるだけ小さい内に手術した方が、発育のた
めにベターである。わが子は片方は1歳のとき、もう片方は
補聴器を活用していたが、この４月に手術したところであ
る。現在、少しづつ徐々に音を調整しているところであり、
読唇と合わせることで、日常会話は問題ないレベルであ
る。わが子に対しては、ハンデを個性として捉えて、親とし
てできる限りのサポートをしていきたいと考えている。
ニコニコ箱
（5/25～5/31計 102,000円・累計 1,865,300円）
ZOOM例会まだ手さぐりでやっています。よろしくお願いし
ます…大舘君
新年度理事会お世話になります。よろしくお願い致します
…青木君
卓話の時間をいただいきありがとうございます。よろしくお
願いします…本登君
ZOOM例会の開催、皆様お疲れ様です…安居（継）君
輝が打つ 六甲おろしに 五月晴れ…正村君
誕生日を祝っていただいて…小山君、小島君、後藤君、
瀧沢君、岡田君、吉原君、浅山君、井の下君、渡邊
君、大舘君
妻の誕生日を祝っていただいて…大森君、秋野（浩）君、
秋野（正）君、田井中（徹）君、今村君、本登君、上田
君、大舘君、
結婚記念日を祝っていただいて…小田柿君、細江君、
近藤君、玉置君
入会記念日を祝っていただいて…本庄君

他クラブプログラム予定
６月 ４日(金)

長浜東ＲＣ 「みどりの森月間に因んで／
イニシエーション・スピーチ 」

６月 ７日(月)

長 浜ＲＣ 「イニシエーションスピーチ」

６月 ７日(月)

五 ・ 能ＲＣ 「未定」

６月 ８日(火)

長浜北ＲＣ 「移動例会」

６月 ８日(火)

彦根南ＲＣ 「２０００回例会」

大森修太郎

菅谷 渉

土橋潤也

秋野浩一

