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第３３４１回例会
２０２２．２．２４
開会点鐘

交通安全・学業成就・ぼけ封じなどのご利益のある寺として
多くの祈願者が参拝しています。境内には樹齢1200年とい
われる三本杉が堂々とそびえ立ち、厳かな雰囲気を醸し出
しています。
（彦根観光協会ＨＰより）
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今村康博君（２月２７日）
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石原成郎君（２０００年３月２日）
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「雑感 ＰＡＲＴ４」
担当：宮川基司 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（2022.3.3）
「 不動産取引の相談について 」
担当 ： 田部泰男 君

ジョーンズＲＩ会長エレクトが
２０２２-２３年度会長テーマを発表
ウ ィ ン ザ ー・ロ ー ズ ラ ン ド・
ロータリークラブ（カナダ・オン
タ リ オ 州）会 員 で あ る ジ ェ ニ
ファー・ジョーンズ国際ロータ
リ ー 会 長 エ レ ク ト は、１ 月 ２ ０
日、次年度の地区ガバナーに
向けた講演をオンラインでライ
ブ配信し、２０２２-２３年度の会
長 テ ー マ「イ マ ジ ン ロ ー タ
リー」を発表しました。
ジョーンズ氏は講演の中で、世界にもたらせる変化を想像
して大きな夢を描き、その実現のためにロータリーの力とつ
ながりを生かすよう呼びかけました。 「想像してください、私
たちがベストを尽くせる世界を。私たちは毎朝目覚めるとき、
その世界に変化をもたらせると知っています」
７月１日に国際ロータリー初の女性会長に就任するジョー
ンズ氏は、世界中のガバナーエレクトを対象とする年次研修
行事である国際協議会に先立って今回の講演を行いまし
た。
新型コロナウイルス流行のため、国際協議会は当初の日
程から延期され、2月7日～14日にバーチャル形式で行われ
ます。
（国際ロータリーＨＰより）

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

地区職業奉仕講演会報告
安居継彦
２月２０日（日）地区職業奉仕講演会がオンラインで開催
されました。テーマは昨年に引き続き「人間とAI」－人間と
AIが共生する職業の近未来のカタチ－です。前半の講師
は日本経済新聞コメンテーターの村山恵一氏で東京から
ZOOMで講演いただきました。後半は鼎談で、馬場ガバ
ナー、北河原パストガバナー、講師の村山氏の３人で、皆
さんからの質問の回答や職業奉仕についてお話しされま
した。大雑把にまとめると「ＡＩは道具であり人間にとって代
わるものではない。ＡＩを使う人間の倫理観が大切であ
る。」というお話しでした。私にとっては、今まで興味のな
い分野のお話しで、知らないことが多く、大変勉強になり
ました。
私の趣味

小田柿喜暢

２０１６年にこの私の趣味では海外旅行について書きまし
た。今回もその続きになります。当社は２０１３年にベトナム
子会社を立ち上げました。ベトナムへの進出を決めるアジ
ア視察は２０１１年頃から始めています。その時に訪問した
国は中国、台湾、インドネシア、マレーシア、タイなどです
が、どの国でも早起きして朝市の見学に行っていました。
朝市で売られている食材（一般的な家庭の食卓を彩る）を
見ること、市場の活気（庶民のパワー）を感じることがとても
面白いからです。また、ベトナムに進出
した後も、休日を利用してベトナム国内
の観光地や近隣の国（カンボジア、ラオ
ス）などにも旅行をしました。その際、行
程はパッケージではなく独自で組むこと
にしています。そうすることで、訪問先、
利用交通機関、宿泊先などを計画して
いる段階からワクワクを感じることが出
来ます。現地に行ってから不具合が生
じたりすることもありますが、それらを全
部ひっくるめてとても楽しんでいます。
朝市（ラオス）

前回例会報告
会長の時間では今日の言葉として
「冬嶺孤 松秀」（とうれい こしょうひ い
ず）冬景色の中に一本の松が堂々と
生えている様子のことで、禅の言葉で
自分らしくある、リーダーの風格があ
る、周囲がどうであれ自分らしくあれば
すばらしいという意味です。
続いて米山奨学生の張焼平さんより中国の
故郷は雪が降りません。昨年、一昨年彦根で
は雪が積もらなかったので今年やっと見ること
が出来ました。めったに見られない景色で気
持ちも高まり雪だるまを作りました。SNSに雪
景色をアップしたら中国の友達に「うらやましい、日本に行
きたい」といっぱいコメントをもらいましたと話されました。

出席報告
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６８．８９

／

澤田和重

４．みんなのためになるかどうか

本日の卓話は、戸所岩雄君が「文化・四方山噺」という
テーマで話されました。
彦根のまちには文化という響き
が似合う。生活を楽しみ豊かに
する手立てとして、もっと気楽に
文化と関われる環境になること
が望まれる。文化とは本来「自然
を人間の生活目的に役立つ様
に仕立ててゆく過程で形作られ
た生活様式及びその表現として
の産物」」なのだから生活や経済活動を支える手立てであ
ると考え、もっと文化に勤しんだらと思う。世界遺産登録の
問題にしても商業や経済の活性化・にぎわいを目的する
ような表現だけではなく市民生活がこの様な面で豊かに
なる為のキッカケになるのだとの意見が出てくればもっと
身近なものとして捉えられるのではないだろうか。市民が
「文化」というキーワードを通してまちや市民生活の在り様
をもっとフランクに語り合えたら良いとの思いがあり文化サ
ロン(主宰 ひこね文化デザインフォーラム）を 開催してい
ます。毎月第２土曜日の午後１時～４時 本町宿（本町３丁
目）において話題提供者の方の話を聞きそれを基に参加
者の皆さんとの文化・四方山噺を楽しもうという会です。
☆第３回 令和４年３月１２日（土）
「お茶文化が齎すもたらす豊かさ」
母利美和 （京都女子大教授）
☆第４回 令和４年４月 ８日（土）
「彦根ならではの文化を楽しむ」
谷口 徹（柏原宿歴史館館長）
参加希望の方は、戸所まで。

ニコニコ箱
（本日計 30,000円・累計 956,000円）
卓話の時間を頂きまして…戸所君
委員会構成を発表しました。どなたもよろしくお願いします
…細江君
ＩＭへの多数のご参加をよろしくお願いします
…安居（継）君
明日は奨学生の張さんの誕生日です。雪を知らなかった
彼女が雪の彦根で誕生日を迎えます。ぴんちゃん、お
めでとう！…嶋津君
“若者に 交わり楽し 雪の舞い” まだらおスキー場にて
…正村君
バッジを忘れました…細江君
誕生日、結婚記念日を祝っていただいて…宮川君
結婚記念日を祝っていただいて！（５３回目です）
…秋野君
結婚記念日を祝っていただいて…佐々木君
入会記念日を祝っていただきありがとうございます
…後藤君
他クラブプログラム予定
２月２５日(金)

長浜東ＲＣ 「休会」

２月２８日(月)

長 浜ＲＣ 「休会」

２月２８日(月)

五 ・ 能ＲＣ 「職場見学＆夜間例会」

３月 １日(火)

彦根南ＲＣ 「米山奨学生卓話」

正村嘉規

玉置貴一

今村康博

