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彦根城を世界遺産に
豊臣秀吉朱印状 井伊直政宛
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３３４９回例会

徳川家康の関東入
国に伴い、井伊直
政は上野国箕輪
(みのわ)(群馬県高
崎市) 城主となりま
した。本状は、箕輪
拝領直後に豊臣秀
吉から井伊直政に
出さ れた朱印状
で、直政が箕輪に
入ったことに満足の
意を示し、知行改
め、普請など新領地の経営を進めるよう命じています。秀吉が
家康に対して、直政のことを懇々と言い聞かせたともあリ、直政
出世の背景に秀吉の力があ ったことが読み取れます。
（彦根城博物館所蔵）

お祝い
会員誕生日

２０２２．４．２８
開会点鐘

小島充子君（４月２９日）
後藤元一君（５月３日）
瀧沢隆司君（５月４日）
岡田眞智子君（５月４日）

ロータリーソング斉唱
「４つのテスト」

ご夫人誕生日

今村君ご夫人幸代さん（４月２９日）
本登君ご夫人直子さん（５月７日）
上田君ご夫人由美子さん（５月１０日）

結婚記念日

細江君ご夫妻（５月３日）

ビジター紹介
会長の時間
会員のお祝い
幹事報告
委員会報告
ニコニコ箱報告
出席報告

卓話
「ここだけの話」
担当：今村康博 君
閉会点鐘
於．料亭旅館 やす井

ロータリーの友５月号 必見どころ
横書き Ｐ７ 特集 青少年奉仕月間
若年化する薬物パンデミック
Ｐ１４ 特集 ウクライナ危機の中で強まる決意
Ｐ２３ 視点 ガバナーのロータリー・モメント
第２６５０地区 馬場益弘ガバナー
Ｐ３４ すずちゃんのJust say cheese !
テーマ：活動写真
Ｐ３７ ガイ散策 マンガ 思いは重いで～
コラム 夕日に見たガイの笑顔

今日の食事
縦書き Ｐ４
幕の内弁当

Ｐ９
次回例会案内
（2022.5.5） 休会
（2022.5.12） 「私の生業」
担当 ： 石原成郎 君

低年齢化する子どものメディア漬け
～２歳児問題～
増田クリニック院長 増田彰則
この人訪ねて
児島塊太郎 総社ＲＣ（第２６９０地区)

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組ＩＭ報告
出席委員長 安居継彦
４月２３日（土）第２６５０地区第1組イン
ターシティミーティングに青木会長、上
田幹事と参加しました。感染症対策の
ため、各クラブ５名以下の出席に制限さ
れ、びわこ八幡ＲＣのホストの元、ハイ
ブリッド開催となりました。
ヴォーリズ学園本館ヴォーリズ平和礼
拝堂５階で馬場ガバナー、滋賀県副知
事、近江八幡市長など来賓をお迎えし開催されました。
開会式典に続き、基調講演・パネルディスカッションが行
われました。基調講演は、講師にSDGsパートナーズ有限
会社代表取締役CEO田瀬和夫氏をお迎えし、「地域企業
から広がる『六方よし』の社会とSDGs」のテーマでご講演
いただきました。六方よしとは、従来の売り手、買い手、世
間の三方に、作り手、地球、未来の三方を加え六方よしの
社会を実現しようというお話しでした。
パネルディスカッションでは、講師の田瀬様がコーディネ
イターを、パネリストには、滋賀県副知事、近江八幡市
長、滋賀銀行日野支店長、滋賀大教授（米山学友）びわ
こ八幡RC会長の５人が務められ、滋賀県におけるSDGsの
テーマでディスカッションされました。
閉会式典では、ゼネラルリーダー河本パストガバナーが
リモートで講評されました。次年度開催ホストクラブ、湖南
ＲＣの発表が馬場ガバナーからありました。最後にIM実行
委員長のお礼の言葉でお開きになりました。

ワインクラブ第５回例会開催
上田勝之
４月２１日（木）せんな
り亭心華房でワインク
ラブ第５回例会を９名
の参加で開催しまし
た。今回のPresent by
Boss！は「シ ャ ト ー・ド
ワ ジ ー・デ ュ ブ ロ カ
2019の貴腐ワインを頂
きました。「白ワインの
魔術師」の異名を持つデュブルデュー家のプロデュース
する販売数限定のこの貴腐ワインで乾杯を行いました。甘
口であるものの、絶妙なバランスのワインでした。

出席報告
会員数

当日出席

ﾒｰｷｬｯﾌﾟ 出席率（％)

４月２１日

５１（１１）

３３（５）

０

４月 ７日

５１（１１）

２９（５）

０

７３．３３

会報・広報雑誌委員会

／

４．みんなのためになるかどうか

シャルキュトリーの盛り合わせからお料理が始まり、用意さ
れた６種類のワインでペアリングを楽しみながら食事が進
みました。今回は鉄板焼きの担当シェフが新人であり、参
加した皆さんの暖かい目で見守りながら焼き上げてもらい
ました。ありがとうざいました。

前回例会報告
本日は臨時総会が開催され、会長より彦根ロータリーク
ラブ細則の改正について２議案が提出されました。第１号
議案 第６条会費他（ファミリー会員制度導入にあたって
の新規追加条項について）、第２号議案 「ひこねＲＣ」基
金規約について、出席定数確認の後、審議され、賛成多
数で採決されました。
本日の卓話は中川勝晴君が「人生の
出会い」というテーマで話されました。人
生には様々な出会いがあります。人との
出会い、仕事との出会い、趣味との出会
い、その出会いがよきものであったか、
その出会いを活かしきったかによって人
生が決まるのだと思います。仕事では税理士との出会い
がありました。独学我流を貫き通し、２６才の時に資格を取
ることができました。人との出会いでは山崎時雄先生ご夫
妻との出会いです。山崎ご夫妻との出会いのお陰で、医
療関係のクライアントも増え、今も事務所の大きなウエイト
を占めています。趣味では謡との出会いです。ＲＣの謡曲
同好会で再び始めました。ここ２、３年の間に「道成寺」を
披いて集大成にしたいと考えています。世阿弥の言葉に
「老いてもなお初心忘るべからず」があります。もうすぐ８２
才を迎えますが、一歩でも前に進み、少しでも世の中のお
役に立てればと思っていますと話されました。
ニコニコ箱
（本日計 35,000円・累計 1,195,000円）
臨時総会よろしくお願いします…青木君
次年度第１回クラブ協議会ができました。いよいよ始まりで
す。よろしくお願いします…細江君
卓話の機会をいただきありがとうございます…中川君
久しぶりの例会参加です。昨日は正村さん送っていただ
きありがとうございました…那須君
メンバーに恵まれ久しぶりに同好会コンペに優勝させてい
ただきました…大舘君
“山つつじ にほふ輝き 濃紫”…正村君
妻の誕生日を祝って頂いて…秋野君、大森君、田井中
（徹）君
結婚記念日祝 感謝…清水君
結婚記念日を祝って頂きありがとうございます…小田柿君
（4/25口座引落計 8,000円・累計 1,203,000円）
妻の誕生日を祝っていただいて…小椋君
結婚記念日を祝っていただいて…井の下君
他クラブプログラム予定
４月２９日(金)

長浜東ＲＣ 「休会」

５月 ２日(月)

長 浜ＲＣ 「休会」

５月 ２日(月)

五 ・ 能ＲＣ 「休会」

５月 ３日(火)

彦根南ＲＣ 「休会」

澤田和重

正村嘉規

今村康博

