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井伊直弼が青春時代を過ごした舎。
「世の中をよそに見つつも埋もれ木の埋もれておらむ心なき
身は」と直弼は和歌を詠み、自ら「埋木舎」と名付け、文武両
道の修練に励みました。徳川幕府の大老として開国の父と
なった才能はここで培われたといわれます。
（彦根城公式ＨＰより）

ようこそ彦根ロータリークラブへ
国際ロータリー第２６５０地区ガバナー
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開会点鐘
ロータリーソング斉唱「奉仕の理想」
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休 会
年次総会

会長 青木竺峰
ガバナー公式訪問に馬場益弘ガバナーのご臨席を賜り御
礼申し上げます。また、中川ガバナー補佐・児島地区副幹
事長の随行に御礼申し上げます。彦根ロータリークラブ一同
歓迎しております。
彦根ロータリークラブでは、馬場ガバナーの地区スローガ
ン「活力と輝き」－ロータリーの基本を大切に－をモットーに
例会を行っております。
何かお気づきの点、改善点などございましたら、忌憚なくご
助言、ご指導鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。少し
でも良いクラブにしていきたいと思っています。
本日ご多用のところ、当クラブにご臨席賜り、御礼申し上げ
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

地区大会のご案内
先週お知らせしましたとおり今年度地区大会が下記の
通り開催されます。ご予定下さいますようお願い致します。
２０２２年４月３日（日） 於．国立京都国際会館
１０：００～ 新会員セミナー・青少年奉仕フォーラム
他各種セミナー開催予定
１３：００～ 大会本会議
特別講話 ： 元ＲＩ理事
千 玄室 氏
記念講演 ： 文化庁長官 都倉俊一氏
１５：３０～ 大懇親会
１７：００終了
第５０回ロータリー研究会 記念講演会
オンライン視聴のご案内
シェカール・メータ国際ロータリー会長ならびに辰野克
彦国際ロータリー理事のご挨拶に加え、青山学院大学教
授・生物学者の福岡伸一教授をお迎えし「記念講演会」
が開催されます。つきましては、開催の模様を、オンライン
配信（YouTube）にて放映されます。事前の視聴登録はご
ざいませんので、多くの方のご視聴お願いいたします。
日 時 １２月８日（水） 開会 １５：００ 閉会 １６：４５
講演の詳細については事務局まで。
「ポストコロナの生命哲学」
自分の免疫力こそが最高のワクチン！
私たちは人類とコロナの動的平衡の世界を迎える
講演者 福岡 伸⼀（ふくおか・しんいち）氏
青山学院大学教授・⽣物学者
１９５９年東京⽣まれ。京都大卒。 米
国ハーバード大医学部博士研究
員、京都大助教授などを経て青山学
院大教授・米国ロックフ ェラー大客
員研究者。 サントリー学芸賞を受賞
しベストセラーとなっ た「⽣物と無生
物のあいだ」（講談社現代新書 ）、「動的平衡」（木楽舎）
など、“生命とは何 か”を動的平衡論から問い直した著作
を数多く発 表。 大のフェルメール好きとしても知られる。
２０２３－２４年度ＲＩ会長に
ゴードンＲ・マッキナリー氏が選出される
国際ロータリー（ＲＩ）会長指名委員会は、スコットランドの
サウスクイーンズフェリー・ロータリークラブ（ＲＣ）の会員の
ゴードンＲ・マッキナリー氏を２０２３－２４年度ＲＩ会長に選
出。１０月１日までに対抗候補者が出なかったため、ＲＩ会
長ノミニーとして宣言されました。
ダンディー大学を卒業（口腔外科）し、エディンバラで歯
科医院を開業。イギリス小児歯科科学協会の会長の他、
学術分野で数々の役職を歴任。１９８４年にロータリークラ
ブに入会。グレート・ブリテンおよびアイルランド内国際
ロータリーの会長と副会長、ＲＩの理事と各種委員会の委
員長を歴任。
（ロータリーの友１１月号より）

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、「利他行（りたぎょ
う）」という言葉について、他人の幸せ
になることを行いましょう、それが自分
の幸せに繋がってくると話されました。
奉 仕 と は本 来 そうい うことで あ る し、
ポール・ハリスの語録にも「私たちの血
管に赤い血が流れているように地元地
域社会の幸福に無関心ではいられないし、活動領域内に
いる人々のために力を貸すのをいとわないというのは至極
もっともなことです。」という言葉があると引用されました。
米山奨学生の張焼平さんがスピーチさ
れ、地区の学友会に参加し、初めて他の奨
学生と出会い、西本願寺を参拝し普段見ら
れない庭園を見学したり、レストランで食事
をしたり、新しい友達もでき、楽しい時間を
過ごしたと話されました。
卓話の時間は社会奉仕委員会の担当で、本登委員長
から今年度は再びコロナ禍での厳しい現実へ視線を向け
たフードバンクの充実に社会福祉協議会とのコラボレー
ションを計ることと、ドメスティック・バイオレンスの被害を受
けてシェルターでの生活を余儀なくされている方々への
支援の２本立てでプロジェクトを行う方針を説明されまし
た。その一環として、(福)滋賀県母子福祉のぞみ会 母子
生活支援施設コーポのぞみ施設長・北川一二氏をお招き
し「母子生活支援について」というテーマで話されました。
まずはコーポのぞみの説明をされ、現
状の課題として母子世帯は増加している
が施設の老朽化や廃止が続き運営の財
政的課題も多くなってきていることや、Ｄ
Ｖ被害者の利用が多くなっているため、
情報の開示に消極的な場合もあり、母子
生活支援施設の役割が地域や社会に十分知られていな
い事例も多く見られると話されました。
お客さま
北川一二氏（ゲスト：（福）滋賀県母子福祉のぞみ会・
母子生活支援施設 コーポのぞみ施設長）
張 暁平さん（米山奨学生）
ニコニコ箱
（本日計 20,000円・累計 513,000円）
コーポのぞみ会の北川一二氏、卓話よろしくお願いします
…青木君
ようこそ彦根ロータリークラブへ コーポのぞみ、北川一二
様、本日の卓話よろしくお願いします…本登君
年忘れ家族会、会長杯ゴルフコンペ、地区大会の出席そ
れぞれよろしくお願いします…安居（継）君
誕生日を祝っていただいて…那須君、菅谷渉君
結婚記念日を祝っていただいて…川原崎君、和田君

他クラブプログラム予定
１１月１９日(金) 長浜東ＲＣ 「隣接３クラブ合同ガバナー
公式訪問例会」
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会報・広報雑誌委員会
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１１月２２日(月) 長 浜ＲＣ 「休会」
１１月２２日(月) 五 ・ 能ＲＣ 「会員卓話」
１１月２３日(火) 彦根南ＲＣ 「休会」
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