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彦根ＲＣ会長テーマ 

 「『プラス思考』と『寛容』をクラブ活動に！」 
         彦根ロータリークラブ会長  杉本克実 

第２６５０地区スローガン 

 『クラブに「個性」と「憧れ」を！』 
         第2650地区ガバナー     中澤忠嗣 

国際ロータリー会長 

  Ｋ．Ｒ．“ラビ” ラビンドラン 

 

開会点鐘 

「君が代」斉唱 

ロータリーソング斉唱「奉仕の理想」 

ビジター紹介  

会食・懇談 

会長の時間  

 「私のちょっといい話」 

 会員のお祝い 

 幹事報告 

 委員会・同好会報告 

 ニコニコ箱報告 

 出席報告 

卓話 

 「国連活動を通じて」 

 ゲスト ： ㈱イマジナ 代表取締役社長 

     国連ＷＡＦＵＮＩＦ 代表理事 

         関野吉記 氏  

 担当 ： 国際奉仕委員会 

閉会点鐘   

今日の食事 

  とうもろこしのクリームスープ 

  甘鯛のワイン蒸し 

        有明海老のもみ湯葉揚げ添え  

  季節のサラダ デザート パン コーヒー 

次回例会案内 

 ２月１１日 休会 

 ２月１８日 彦根南ＲＣとの合同例会 

       ゲスト ： 彦根市長 大久保 貴氏 

＜２月のスケジュール＞ 

２／１  浦部謡曲教室（１９：００～千代神社） 

   ４   定例理事会（１３：５０～事務局） 

  １３  地区ロータリー財団補助金管理セミナー                     

                           （１３：３０～びわ湖大津館） 

  １４  第２回社会奉仕委員長会議（１２：３０～ホテルグランヴィア京都）  

  １５  浦部謡曲教室（１９：００～千代神社） 

  １８  謡曲同好会お稽古（１９：００～千代神社） 

  ２０  第２７回第２６５０地区中澤忠嗣ガバナー杯野球大会 

               （対．橿原ＲＣ １０：００～勧修寺公園グランド） 

  ２７  ９７クラブ合同会員増強会議（１３：００～京都商工会議所） 

  ２９  浦部謡曲教室（１９：００～千代神社） 

＜ロータリーの友 ２月号必見どころ＞ 

 横書き Ｐ８   小学生の職業体験 

 縦書き Ｐ１５  心と体をつくる食育 

井伊直弼公 生誕２００年にちなんで 
－ 月次茶器（つきなみちゃき） ２月 － 

直弼が自ら細かな注文を与え、１２

合揃いであつらえさせた薄茶器（う

すちゃき）のうちの１つ。千家十職

の一家として知られる塗師（ぬし）

中村家８代宗哲（そうてつ）が制作

しました。鎌倉時代の歌人藤原定

家（ふじわらのていか）が１２ヶ月の

花鳥を詠んだ「詠花鳥和歌（えい

かちょうわか）」にちなんだ意匠と

なっており、この茶器は、２月の歌

に登場する桜と雉（きじ）が表現さ

れています。       （個人蔵） 

 お祝い 

 ◇会員誕生日  田部正俊君（２月４日）    谷 節雄君（２月１３日） 

            近藤市右ヱ門君（２月５日） 宮川基司君（２月１７日） 

            宇都宮靖雄君（２月６日）   堤 秀記君（２月２２日） 

            和田一繁君（２月９日）                       

 ◇ご夫人誕生日  安居（継）君ご夫人初代さん（２月１５日） 

 ◇結婚記念日   宮川君ご夫妻（２月４日） 

            田部（泰）君ご夫妻（２月７日） 

            上田君ご夫妻（２月８日） 

            秋野君ご夫妻（２月１０日） 

            渡邊君ご夫妻（２月１５日） 



会報委員会       嶋津慶子   安居継彦   前山俊博   和田一繁 

 会員数 当日出席 ﾒｰｷｬｯﾌﾟ 出席率（％) 

１月２８日 ６３（１３） ４７（７） ２ ８５．９６ 

１月１４日 ６３（１３） ４１（５） ８ ８９．０９ 

２月５日(金) 長浜東ＲＣ 「矯正施設の現状と 
          更生保護」     

２月８日(月) 長   浜ＲＣ 「クラブ広報委員会担当」 

２月８日(月) 五 ・ 能ＲＣ 「会員卓話」  

２月９日(火) 長浜北ＲＣ 「移動例会」 

２月９日(火) 彦根南ＲＣ 「高齢化に伴う車両運転の 
             あり方」 

出席報告 

他クラブプログラム予定 

４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 ４．みんのためになるかどうか 

第３班 テーマは「もし私が会長になったら・・・・をやりた

い」 

・例会の出席率を上げるため、会員同士が声掛けをした 

り誘いあったりして出席する。またフォーラムなどは家族 

にも声掛けして出席してもらう。 

・役員人事において、できるかぎり多くの人に委員長、理

事をやってもらい、上に上がっていけるような組織体制に

することにより活気が生じてくる。理事の人選を考える。 

・経験の少ない人が理事になって、経験豊富な人がなっ

ていない。 

・経験豊富な方から理事を選ぶようにしたい。今は少し

ロータリーとしての品格がかけているように思う。楽しい 

のも大事だが、原点である学びの場というのを充実させ

たい。 

・もう少しメンバー同士の対話の時間が持てる例会づく

り。今は同じテーブルの横の人との会話ぐらい。※食事

を１２時半までに終える（大津ロータリー例など） 

・あらゆる場面において男女および女性のなかでの平等

なあつかいをすること。 

・同好会も裾野を広げていく。世代を超えた横の繋がり

の必要性。 

（紙面の都合上、第４班と第５班の報告は２／２５の週報

に掲載させていただきます） 

＜お客さま＞  

髙木淳一君（彦根南ＲＣ） 

＜ニコニコ箱＞ （今年度目標 2,700,000円） 

（前週 35,000円・累計 1,749,000円・達成率64％） 

お世話になります…髙木君（彦根南） 

ヴォーリズ学園ＩＡＣ創立総会に出席して…杉本（克）君 

ロータリー情報委員会タイム有難うございます…清水君 

第４班情報集会報告よろしくお願いします…和田君 

大洞弁天さんの福笹で銀賞が当選しました 

  …藤田（益）君 

満７０才の誕生日をお祝いしていただいて…田部（泰）君 

誕生日を祝っていただいて…本登君 

妻の誕生日を祝っていただいて…細江君 

入会させていただいて６年になりました。これからもよろし 

  くお願いします…嶋津君 

ＳＡＡのお許しをいただいて…岡田（建）君 

＜前回例会報告＞ 

 会長の時間では、県内での２番目のインターアクトクラ

ブ(IAC)が創立され調印式典に参加いたしました。近江

八幡、びわ湖八幡RCの２つのクラブが提唱してヴォーリ

ズ学園IACが創立。１２歳～１８歳までの青少年に奉仕の

精神と国際理解を付与するための、ロータリー直営の青

少年奉仕活動プログラムである。 ヴォーリズ学園IACの

構成は３６名全員が女性ですと話されました。 

 健康講話は、ヒートショック。寒い時期に多く起こる。特

にお風呂場での事故が多い。浴槽と着替え場所との温

度差で起こる。着替え場所を暖かく、お風呂もゆっくり足

から入る。食後1時間程たってから入る。特にお酒の後

は時間を空けて入る。温度は４０度～４１度。疾患を持っ

ている人は特に注意してくださいと話されました。 

 「ちょっといい話」は谷 節雄君。私が所

属している建設事業協会は男社会でなか

なか女性と出会う機会がありません。そこで

解消するため青年会が婚活パーティを一

昨年から企画しています。断るくらいの大

盛況です。１０組程カップルができ現実結婚もされていま

すとのこと。 

 卓話は「情報集会結果報告」でした。１班～５班まで報

告は次の通りです。（それぞれ一部抜粋） 

第１班 テーマは「ロータリーを活性化するために」 

・入会を勧めている人の情報がわかれば、知っている人

に働きかけやすい。 

・公開例会を夜にしたらどうか、また定期的に行う。 

・会員同士がもっと密接になれるよう会間の情報交換の

ため、手軽な情報集会を多く、メンバーを変えてやれば

どうか。 

・名門ＲＣを訪ねる会で素晴らしい人に出会える時、自

分もロータリーの一員であるのは嬉しい。 

・自クラブの良さを認識すべき。 

第２班 テーマは「例会に期待すること」なぜ例会に出席

（理由）するのか 

・普段会えない人に出会える。 

・他業種の話が聞ける。共通の趣味がわかる。 

・社会奉仕について勉強できる。実感できる。 

・魅力的な卓話を期待している。 

・卓話をQ＆A方式でフォーラムがいいのでは。 

・例会に演出をつけて雰囲気づくりをしてもいいのでは。 

［ロータリー情報］   
 平和と紛争予防/紛争解決月間 
  ２０１４年１０月RI理事会は、重点分野である「平和と紛争予防/紛争解決月間」である２月を、紛争予防と仲裁に 
  関する、若者（将来リーダーとなることが望まれる人）を対象とした研修の実施、紛争地域における平和構築の支援 
  平和と紛争予防/紛争解決に関連した仕事に従事することを目指す専門職業人のための奨学金支援を強調する 
  月間とした。 


