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彦根城を世界遺産に
名勝 玄宮園
国際ロータリー・テーマ

奉仕しよう

みんなの人生を豊かにするために
（国際ロータリー会長

シェカール・メータ）

地区スローガン

活力と輝き

－ロータリーの基本を大切に－
（第2650地区ガバナー

馬場益弘）

彦根ＲＣ会長テーマ

明るく

楽しい ロータリーライフを
（彦根ロータリークラブ会長 青木竺峰）
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第３３２５回例会
２０２１．９．３０
開会点鐘
ロータリーソング斉唱「4つのテスト」
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
卓話
地球に緑を
『ウランブハ沙漠における沙産業を
育てるグリーンベルト植林
プロジェクト』
ゲスト：
i･k･e株式会社 代表取締役
世界マグロプロジェクト代表
村上 智一 氏
NPOメイクパッピー代表
谷口たもつ 氏
担 当：国際奉仕委員会
閉会点鐘
於．オンライン(ZOOM)

次回例会案内（2021.10.7）
「 米山奨学生としての感想 」
ゲスト ： 米山奨学生 張 暁平さん
担 当 ： 米山奨学委員会

玄 宮園 は 下 屋敷 で
ある槻御殿（現楽々
園）に伴う後園として
江戸時代前期に 作
庭された大規模な池
泉回遊式庭園です。
中央に掘られた池泉
には大小4つの中島
が築 かれ 、さま ざ ま
な形式の橋が架けら
れて自由な回遊性を確保するとともに庭園内の景観にもなって
いました。武蔵野から眺める手前の池、中ほどに鳳翔台（茶席）
遠方上部の天守がバランスがとれた絵葉書的景色で皆様を楽
しませます。また紅葉をはじめとする、玄宮園内の木々や草花
が四季折々の表情を見せています。
（彦根城公式ＨＰより）

地球に緑を
『ウランブハ沙漠における沙産業を育てる
グリーンベルト植林プロジェクト』
８０億マグロの樹プロジェクトとは、
「植林をエンタメに！」を合言葉に地球を愛する多くの方々
と植林をしていきます。
植林を体験することで起こる感動、共感、繋がりこれをより
多くの方に感じて頂きたい。そして、現在植林活動をされて
いる団体と連携して山火事などで世界中で減少した緑を増
やします。

NPO法人MAKE HAPPYでは、
植林・間伐、災害支援の2軸を中心に、地球に緑を世界に
笑顔を社会に志を増やす活動をしています。
植林・間伐部門では、中国内モンゴルの沙漠を中心に、世
界中で549,256 本の植林を行ない、国内では森の間伐を通
じて多くの人が森に関わるきっかけを創っています。
また、災害復興支援部門では、昨年と今年の豪雨で被災
した、熊本県人吉市と佐賀県大町町で復興支援を継続して
おります。
メイクハッピーでは、笑い楽しみ
ながら、地球に緑と笑顔と志しを
増やすことで、一人ひとりの希望
の物語を創り続けていきます！！

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

第１回社会奉仕委員長会議報告
職業奉仕委員長 佐々木治郎
去る９月１９日（日）Ｚｏｏｍにて第１回社会奉仕委員長会
議に参加しました。桐木孝和地区社会奉仕副委員長司
会のもと馬場益弘ガバナーの開会点鍾・開会挨拶に始ま
り、大島國裕地区社会奉仕委員長挨拶、司会より来賓紹
介がありました。
テーマ『ロータリーが社会奉仕に思う事』と題して、ガバ
ナー 馬場益弘様より講演がありました。
ロータリーが社会奉仕に思う事についてガバナーとして
公式訪問で２２クラブに伺い、多くのクラブが素晴らしい社
会奉仕活動をされてることを改めて認識しました。すべて
の素晴らしい社会奉仕活動が多くの人に理解されるに
は？ ①地域社会が本当に必要としているプロジェクトで
あること。 ②クラブ全員の協力が得られるプロジェクトで
あり、全員が知ってること。 ③２６５０地区全てのロータリア
ンに知って頂くこと。 ④ロータリークラブがスポンサーす
るＲＡＣ、ＩＡＣが共に協力すること。 ⑤一般社会の人々
の参加と、認知度をあげること。 ⑥地区内地域社会の皆
さんにロータリーを理解いただくために公共イメージ向上
を意識すること等説明されました。
最後に社会奉仕活動はロータリの『牽引車』です。ロータ
リアンとローターアクター、インターアクターそして地域社
会の人々との繋がりを促し、『活力と輝き』のあるロータリー
ファミリーを創造しましょう、と２０分間の講演を締められま
した。後半は京都東山ＲＣ、東近江ＲＣ、福井フェニックス
ＲＣ、奈良ＲＣの４クラブの社会奉仕事業報告の発表があ
り、馬場ガバナーの講評並びに閉会宣言・閉会点鍾で閉
会となりました。
ゴルフ同好会第１回ゴルフコンペ報告
ゴルフ同好会幹事 松田充弘
９月２０日、第１回ゴル
フ同好会コンペを開催し
ました。昨年に引き続き
県内屈指の名門コース
であり、１０月には国内男
子ツアー日本オープン
選手権の 舞台に も なる
琵琶湖カントリー倶楽部
での開催となりました。強い日差しで汗ばむ陽気の中、プ
ロ大会仕様でボールが入ると見えなくなるくらい深く長い
ラフに苦戦しながらも皆さん楽しくプレーされていました。
優勝は後半に好スコアを出された本庄さんが獲得されま
した。また、表彰式の後には、先日見事エイジシュートを
達成された正村君へ青木会長からお祝いがあり、また正
村君からも参加者の皆さんにご本人の似顔絵入りのボー
ルマーカーのプレゼントもありました。正村さん改めまして
おめでとうございます。
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会報・広報雑誌委員会
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４．みんなのためになるかどうか

次回は１１月２０日（土）彦根カントリー倶楽部で行いま
す。ご参加お待ちしています。
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前回例会報告
会長の時間では、ポールハリス語
録に「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」と同胞に奉仕することへの永遠
の課題を述べております。さて、２１
日は仲秋の名月です。今日は皆様
に「清風明月」の故事を愛でて頂きたいと思います。清ら
かな初秋の風に身をまかせ、満月を愛でながら、ゆったり
と余裕のある時間を保ちながらロータリー活動を楽しんで
頂きたいと思いますと話されました。
本日の卓話は会長エレクトの細江正
人君が「ＲＬＩパートⅠ参加報告」と題
して話されました。
地区ＲＬＩ（ロータリー・リーダーシッ
プ研究会）はコロナ禍のため、パート
Ⅰのセッション１～６を２回に分けて
Zoomで９月５日、１２日に行われ、参
加しました。
１．ロータリーにおけるリーダーシップ ２．私のロータリー
世界 ３．倫理－職業奉仕 ４．財団Ⅰ－私たちの財団
５．会員の参加を促す ６．奉仕プロジェクトを考案する
以上６セッションにそれぞれ６人程の小グループにＤＬ
（ディスカッション・リーダー）が加わり「ファシリテーション
手法」によって行われました。これはロータリアンを引き込
み、ロータリークラブを強化するために開発された多地区
のリーダーシップ開発およびロータリー開発プログラムで
あると話されました。

ニコニコ箱
（本日計 14,000円・累計 269,000円）
卓話の時間をいただいて…細江君
・入会記念日 ・誕生日（本人、配偶者）お祝いをいただき
ありがとうございました…井上君
早く通常例会に戻れますように…後藤君
猿すべり 夏と秋との 交差点…正村君
他クラブプログラム予定
１０月 １日(金) 長浜東ＲＣ 「『你是谁？』
『私は 韓 佳寧 です』」
１０月 ４日(月) 長 浜ＲＣ 「台湾のまちづくりの
事例の紹介」
１０月 ４日(月) 五 ・ 能ＲＣ 「米山奨学生スピーチ」
１０月 ５日(火) 彦根南ＲＣ 「ロータリーの魅力」
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