彦根ロータリークラブ週報

２０２１～２０２２ ＶＯＬ.７０

ＮＯ.３９

彦根城を世界遺産に
朱地金井桁紋纏
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）

戦場で大将の居場所を示す
巨大な旗。井伊家では纏(ま
とい)、粧軍(まとい) と称して
います。これは、関ケ原の合
戦で使用したと伝えるもの。
朱の練 絹(ねりぎぬ)に金で
井桁の紋が大きくあらわされ
ています。大坂夏の陣で使
用したと伝えるもののほか、
同じ形式のものが数種伝存
しています。

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３３５３回例会
２０２２．６．２
開会点鐘
君が代斉唱
ロータリーソング斉唱「奉仕の理想」
４つのテスト唱和
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
「お茶 事始め」
担当：お茶同好会
閉会点鐘
於．料亭旅館 やす井

今日の食事
幕の内弁当

（彦根城博物館所蔵）

お祝い
会員誕生日

神野佳樹君（６月４日）
佐々木治郎君（６月４日）
ご夫人誕生日 上西君ご夫人美枝子さん（６月１日）
宮川君ご夫人明美さん（６月６日）
中川君ご夫人蓉子さん（６月８日）
結婚記念日
戸所君ご夫妻（６月８日）
今村君ご夫妻（６月９日）
神野君ご夫妻（６月１４日）
鈴木君ご夫妻（６月１４日）
入会記念日
本登忠雄君（２０１５年６月４日）
和田一繁君（２０１５年６月４日）
秋野正誠君（２００３年６月５日）
田井中 徹君（２０１３年６月６日）
６月のスケジュール
６／２ 定例理事会（１３：４０～やす井）
４～５ 親睦旅行（富山方面）
７
６５才以上会員増強分科会（１８：００～伊勢幾）
９
７０周年打ち合わせ（１５：００～事務局）
１１ フードパントリーにて寄贈物品お披露目会
（１３：３０～社会福祉協議会２階）
ロータリー研究会及び懇親会
（１７：３０～ホテルグランヴィア京都）
１６ 企業出身者会員増強分科会（１３：３０～やす井）
１８ ゴルフ同好会第５回ゴルフコンペ（彦根ＣＣ・双葉荘）
２９ 次年度役員挨拶回り（１３：３０～）
３０ 会長杯ゴルフコンペ（彦根ＣＣ）
ロータリーの友６月号 必見どころ
横書き Ｐ７ 特集 規定審議会
規定審議会から見えてくるロータリーの方向性

次回例会案内
（2022.6.9） 休会
（2022.6.16）「死生観」

担当：秋野正誠 君

Ｐ２４
Ｐ２５
縦書き Ｐ４
Ｐ９
Ｐ２０

NEW GENERATION
連載コミック「ガイ散策」最終回
SPEECH 科学の目で見た海のプラスチックごみ
この人 訪ねて 懐石料理店 長谷川貴哉さん
友愛の広場 米山奨学生の祝・卒業茶会

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

彦根市社会福祉協議会へ贈呈式
社会奉仕委員長 本登忠雄
今年度の社会奉仕委員会事業「フードロスを軽減」で、
社会福祉協議会様を通じてフードバンク、フードパント
リーの活動をされているフードバンクひこね様に冷凍庫１
台、エコバッグ２８０枚、折りたたみコンテナ５０個の贈呈式
を５月３０日（月）午前１０時３０分より福祉センターにて行
いました。また、お披露目会をフードパントリー開催日６月
１１日（土）１３：３０～社会福祉協議会２階にて行います。

私の趣味

福尾伸哉

私の趣味は、「ゴルフ」「登山」「料理」です。「ゴルフ」は
同僚や同級生と月に何度かラウンドしています。「登山」は
東京勤務時代に富士山へ登ることになったことがきっかけ
で始めました。最近は忙しくて全く登れていませんが、ま
た落ち着いたら始めたいと思っています。今回、ご紹介し
たいのは「料理」です。私は食べるのが大好きで、これが
きっかけで「料理」をするようになりました。若い頃はビーフ
シチューやイタリアンなど少し拘ってやっていましたが、最
近は拘った料理を作るというよりは、週末に自分が食べた
いものを簡単に調理しています。私も妻もお酒を飲みます
ので、酒の肴を作っては、夫婦でお酒を飲んで楽しんで
います。「料理」に関して、できるようになりたいと思ってい
ることが２つあります。それは、魚を捌けるようになることと
そば打ちができるようになることです。今はどちらも全くで
きませんので、退職後に挑戦するつもりです。
前回例会報告
会長の時間では今日の言葉は「明
珠在掌」(めいしゅたなごころにあり)で
す。誰もが自分しか持ち合わせない
美しい宝物を自分自身に持ち合わせ
ています。自分自身を磨いて努力し
て成功に導いてください。
本日の卓話は「ＲＹＬＡ報告」です。ＲＹＬＡ受講者・千成
亭風土の西邑映美さんから報告がありました。
組織をまとめる為にリーダーに必要なものは密にコミュニ
ケーションをとることで実現するのですが次の３点が必要
になります。

出席報告
会員数

当日出席

ﾒｰｷｬｯﾌﾟ 出席率（％)

５月２６日

５１（１２）

３２（５）

０

５月１２日

５１（１１）

３３（６）

０

７２．７３

会報・広報雑誌委員会

／

４．みんなのためになるかどうか

①「自分をさらけ出す」菊岡講師より「内
面に触れた時に、グッと惹き込まれる人が
選ばれる」という内容でした。内面とは感
情、価 値 観 を指 す の で すが 飲 食 店 での
オーダー間違えを心から謝罪した店員の
心からの対応を例に出し、言葉と感情が一
致していないと相手に伝わらないと教えられました。次に
日本旅行の平田講師より限界を決めずとことんサービスを
する気持ちが大切で「自分をさらけ出し、周りを笑顔にし
てこそ人は集まる」と。料理も大事ですがホールスタッフの
対応でお客様に満足して頂けることの大切さを学びまし
た。次に②「相手を知る」ですが、元プロサッカー選手の
播戸講師より個々の能力があってもチームとして活かして
いくには「チームとしてよく話し合い、よく観察し、選手とし
て目標を聞く」ことが必要であると。平田講師からは、旅行
で大事なのはお客様の非日常であることが求められ「相
手のニーズを掴んでこそ、初めて関心を持ってもらえる」
と。③「思いやりを持つ」では、保津川下りの話で３人の船
頭さんがそれぞれ交代で３等分の仕事をされていることを
聞き、「全行程の1/3ずつでそれぞれの役割を交代し、負
担を分散させている」ことで思いやりのあるチームワークの
大切さを学びました。また平田講師より小さいお子様がい
るお客様の航空チケットを手配する際、おむつを替える場
所、お手洗いを記した地図を同封して喜ばれたことを話さ
れ「サービスに限界はない。徹底すれば、その後の関係
に繋がる」ことを教えられました。リーダーに必要なスキル
とは①「的確に意思を伝える。」②「目標設定能力・判断
力」が必要で、奉仕の精神こそが人々を豊かにし、組織の
発展に繋がっていく、普段の仕事ぶりや人間関係を良好
に築くことで、リーダーシップは自ずと磨かれていくことを
今回の研修で学ぶことが出来ましたと話されました。
お客さま
西邑映美様（ＲＹＬＡ受講生） 岡 銑三郎君（名誉会員）
ニコニコ箱
（本日計 51,000円・累計 1,309,000円）
皆さん、こんにちは。私、この度名誉会員に推挙いただき
身に余る光栄と感謝いたしております。これからも変わ
らぬご交誼下さるようお願いいたします…岡君
西邑映美様、ＲＹＬＡ受講ご苦労様でした。本日お世話に
なります…青木君
ＲＹＬＡで西邑がお世話になりました…上田君
岡さん、ようこそ…中川君
ゴルフ同好会コンペ優勝しました。とってもうれしいです
…安居（継）君
五月風 千里同風 ウクライナ…正村君
明日７２才になれそうです。お祝い頂きありがとうございま
す…渡邊君
私と家内の誕生日を祝っていただいて…大舘君
すいません。バッジ忘れました…本登君

他クラブプログラム予定
６月 ３日(金)

長浜東ＲＣ 「災害予防」

６月 ６日(月)

長 浜ＲＣ 「初めての会員親睦旅行」

６月 ６日(月)

五 ・ 能ＲＣ 「フォーラム」

６月 ７日(火)

彦根南ＲＣ 「２０２３年１０月からの
インボイス制度について」

澤田和重

正村嘉規

今村康博

