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彦根城を世界遺産に
朱漆塗燻韋威縫延腰取二枚胴具足
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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「私の仕事」
担当：浅山禎信 君
閉会点鐘

２代井伊直孝所用と伝える、
最も整った具足。胴は碁石
頭の板札と薫革の素懸威、
腰から下は毛引きで威し た
段替りの二枚胴とします。籠
手は仕付袖をつけた毘沙門
籠手。頬当には歯と髭とを設
け、兜は頭形で金色に輝く大
天衝脇立。無用な装飾のな
い実戦向きの重厚なつくりと
なっています。棺に納められ
た寛永２年（１６２５）の「本命
星供巻数」がこの具足本来
のものとすれば、制作年を示
す可能性もあります。
（彦根城博物館所蔵）

４月のスケジュール
４／３ 新会員セミナー（１０：００～国立京都国際会館）
地区大会本会議（１２：４５～国立京都国際会館）
彦根ＲＣ独自の懇親会
（１７：００～みます屋ITALIANO ）
７ 定例理事会（１３：４０～やす井）
次年度役員・理事会（１８：００～双葉荘）
９ ２０２２学年度米山奨学生・カウンセラーのための
オリエンテーション（１０：００～メルパルク京都）
１０ ２０２２～２３年度地区研修・協議会
（１３：００～国立京都国際会館）
１１ 浦部謡曲教室（１８：００～千代神社）
１５ 次年度クラブ協議会（１８：００～伊勢幾）
１６ 第２回クラブ職業奉仕担当者研修会
（１４：００～京都府立京都学 歴彩館・オンライン）
第３回ゴルフ同好会ゴルフコンペ（彦根ＣＣ）
２１ ワインクラブ第２６回例会（１８：００～心華房）
２３ 県下ＲＣ会長会議（１１：００～ヴォーリズ学園）
第１組ＩＭ（１３：００～ヴォーリズ学園本館・オンライン）
２５ 浦部謡曲教室（１８：００～千代神社）
２９ 国際奉仕セミナー（１４：００～オンライン）

於．料亭旅館 やす井

今日の食事
幕の内弁当

次回例会案内（2022.4.7）
花見例会
１２：３０～ 於．やす井
（俳句を一人一句以上お願いします）

地区国際奉仕セミナーのご案内
現在世界中の人々がコロナの嵐の中で耐え忍びながら
日々の生活を送っています。しかしながら、この嵐が去った
暁には、国際奉仕活動は、以前にも増して重要なものになる
ことは間違いありません。いまは、それぞれのクラブ運営でさ
えも大変困難な状況ではございますが、「withコロナ時代」を
見据えた国際奉仕活動計画の一助となるようなセミナーを開
催いたしたく存じます。
今回は、感染予防対策の観点から、オンライン（Zoom）で
の開催といたします。国際奉仕活動にご関心のある方はご
参加頂きますようお願いいたします。登録締切は４月１３日。

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

日 時 ２０２２年４月２９日（祝・金）１４：００～１５：３０
概 要 １．アンケート調査の結果報告
２．新型コロナウィルス感染症の現状と展望
（WHO技官）
３．「顧みられない熱帯病」について（WHO技官）
４．クラブ発表（２クラブ予定）
５．グローバル補助金の活用法
その他 Zoom会議の接続URLやプログラム・関連資料は
当日までにお送りさせていただきます。
私の趣味

後藤元一

私の趣味は、映画鑑賞です。
子供のころは、TVで「金曜ロードショー」とか「日曜洋画
劇場」で見るぐらいでした。
淀川長治さんや、水野晴郎さんの解説は面白かったで
すね。。。
大学を機に上京すると映画館の多さに驚きつつ、小さい
映画館で、古い名作の再上映などの５本立てのオールナ
イトなどを頻繁に見に行くようになりました。神保町の岩波
ホール、高田馬場のアクトミニシアター、銀座のシネパト
ス、三軒茶屋の中央劇場など今は存在しない名画座によ
く行きました。８０年代後半に単館ロードの映画ブームがあ
り、「シネビバン」「シネマスクエア」「シネスイッチ」「文化
村」など、マイナーな映画の上映も拡大した頃は、見るの
に忙しい日々でした(笑)…
情報誌の「ピア」の影響もあり、単に話題作や名作を見る
のではなく、監督や俳優にこだわって観に行っていたころ
でもありました。中国やインド、東欧、南米など世界中の映
画を観ていろんな国に行ってみたいと思うようなり旅行す
るきっかけにもなりました。
最近はちょっとご無沙汰してますが、
またどっぷりと浸れる日々を送りたい
です。

前回例会報告
会長の時間では、今日の言葉とし
て「一期一會」（いちごいちえ）一期
とは一生涯のこと、一会とはただ一
度の出会いのこと、一生に一度の
出会いを大切にして精いっぱい努
力していただきたいと思います。
続いて、２０１８学年度米山奨学生
のグェン・クォク・バオ君より、長浜バイオ大
学の院を卒業し、４月から京都での生活が
始まります。今後は、ロータリーで学んだこ
とを生かし、周りの人や世の中に貢献でき
るように頑張りますと挨拶がありました。

４．みんなのためになるかどうか

本日の卓話は、川原崎清三君が「アドリ
ブ」というタイトルで話されました。
ラテン語で「自由気ままにすきなように」
という意味です。ロータリーのステージは
久しぶりなのでアドリブを楽しみたいと思
います。ロータリーに入会し、３０数年にな
り、卓話も何回もやっています。いつも話
すのが金の地金の話です。昔は1,000円くらいだったのが
１９８５年のソ連がアフガンに侵攻したときに一機に6,400
円まで上がりました。その時田中貴金属が全国に特約店
を作るのに合わせ、うちも特約店になりました。有事に強
い金ですが、今日の価格は8,000円になっています。ウク
ライナとロシアの関係でまだまだ上がるようです。1,000円
くらいの時はロータリーのコンペで1/10オンスを景品にし
ていましたが、今の価値では、６～７倍の30,000円近くに
なっています。古城博覧会でも１０gの金貨を作って販売し
ました。今持っている方は大事にしてください。次にJAZZ
の話をします。今、ＮＨＫで「カムカムエブリバディ」という
朝 ドラをや っ てい ま す。ルイ・アー ム スト ロン グ の ザ・サ
ニー・サイド・オブ・ザ・ストーリートが流れます。JAZZでの
アドリブというのは、本来のメロディを崩していき、即興演
奏とかをします。元々家がレコード屋だったこともあり、店
にサックスなど楽器もあり自然と音楽に馴染むようになりま
した。学生時代にサックスをしていてクラブでJAZZに出会
いました。「アドリブ」・JAZZ的な生き方が好きで、自由に
気ままに好きなように、枠にとらわれず、今日の気分で今
後は生きていきたいと思いますと話されました。

お客さま
グェン・クォク・バオ君（２０１８学年度米山奨学生）
ニコニコ箱
（本日計 33,000円・累計 1,089,000円）
バオ君、卒業、就職おめでとうございます。今後のご活躍
をお祈りします…青木君
本日、幹事の代行を努めさせて頂きます…安居（継）君
卓話の時間をいただいて…川原崎君
ボチボチご案内が多くなってきました。宜しくお願いします
…細江君
誕生日と結婚記念日をお祝いいただいて。バオ君卒業お
めでとう…松田君
誕生日を祝っていただいて…澤田君
４０周年の結婚記念日を祝って頂きありがとうございます
…上西君
結婚記念日を祝っていただいて…青木君
入会記念日を祝っていただいて…小島君
入会記念を祝って頂きありがとうございます。何年になる
のかなあ・・…渡邊君
他クラブプログラム予定
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０
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会報・広報雑誌委員会

／

４月 １日(金)

長浜東ＲＣ 「社会奉仕月間に因んで」

４月 ４日(月)

長 浜ＲＣ 「花見例会」

４月 ４日(月)

五 ・ 能ＲＣ 「未定」

４月 ５日(火)

彦根南ＲＣ 「花見例会」

澤田和重

正村嘉規

今村康博

