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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 

ロータリーソング斉唱「我等の生業」 

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 

 「第２８回全国ローターアクト研修会 

  並びに第１３回アジア太平洋地域 

     ローターアクト会議について」 

  ゲスト：彦根ローターアクトクラブ 

        泉 乃梨子さん  

  担当：ローターアクト委員会 

閉会点鐘   

今日の食事 

   カレーバイキング  ボイル野菜 

   真鱈のマリネ  コロッケ  

   コーヒー  デザート 

次回例会案内 

  「王と武将の湖」 

  ゲスト ： 滋賀県立琵琶湖博物館 

          学芸員  用田政晴 氏  

  担 当 ： プログラム委員会 

＜理事会報告＞ 

１．退会会員の件  井戸田裕二君、転勤のため２月２９日付で退会 

２．花見例会の件  ４月７日（木）１２：３０～ 大洞弁財天 長寿院 

３．４／２１例会卓話の件  ゲスト：ゴルフインストラクター 辻 千賀子氏 

４．「ロータリー希望の風奨学金」への支援の件 

   社会奉仕委員会から４０万円拠出。3/10例会にて別途寄付を募る。 

５．彦根市少年少女吹奏楽団定期演奏会協賛の件 雑費より１万円拠出       

私とロータリー                            細江正人 

 出席免除とはいえ、ロータリアンの権利・義務である「例会

の出席」が少なくて、おこがましいのですが、依頼により一筆

執らせていただきます。 

 平成２年大先輩に入会を勧められ、手続きを経て入会を許

されて既に四半世紀を超えました。誠に有難うございます。  ロータリー

クラブは元々その地域で品格を保ちその職業の第一人者と認められる

「ひと」の集まりと教えられております。 

 そのことから、まず会員資格に「職業分類」があります。今は５人です

が、以前は１分類1人に限り、その代わり「シニア」という制度がありまし

た。入会後１５年を過ぎると会員の職業分類は「シニア」となり、その職業

分類を明け渡します。それは第１人者と認められた人も永年活躍する間

に後進が台頭しているに違いなく、その職業分類で会員となるべき次の

「ひと」をもって充填することがクラブの活性化につながるという考え方で

す。私にとって彦根ロータリークラブはステータスです。 

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） ３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、この茶器の胴部分には、３月の鳥と

して詠まれた雲雀（ひばり）が、菫（すみ

れ）と共に表現されています。蓋の内側

には、３月の花として詠まれた藤が表わ

されています。         （個人蔵） 

 お祝い 

 ◇ご夫人誕生日  和田君ご夫人ゆかりさん（３月１３日） 

             那須君ご夫人美英さん（３月１３日） 

 ◇結婚記念日  那須君ご夫妻（３月１１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（％) 

３月 ３日 ６２（１３） ４３（５） ２ ８３．３３ 

２月１８日 ６３（１３） ４５（７） ７ ９１．２３ 

３月１１日(金) 長浜東ＲＣ 「長浜市相撲連盟の 
           歩みと志」     

３月１４日(月) 長   浜ＲＣ 「長浜ＲＡＣとの合同例会」 

３月１４日(月) 五 ・ 能ＲＣ 「ゲストスピーチ」  

３月１５日(火) 長浜北ＲＣ 「余呉スキー場の取り組みに 
             ついて」 

３月１５日(火) 彦根南ＲＣ 「地元経済と滋賀中央信用 
  金庫の取り組みについて」 

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 

 ちょっといい話は小島充子君。一人娘が帰

彦し、３月に東京で結婚式を行うが、その前に

彦根城で和装の写真撮影をした。改めて彦根

の良さを実感するいい一日だった。年老いた

両親も孫娘の結婚を喜び、ますます元気になってくれ、

うれしい限りですと話されました。 

 卓話は「世界の水事情と我が社のお役立」と題して、小

田柿喜暢君が話されました。 

 地球上の水は地球の大きさに比べてすべて

の水を球にすると半径はアメリカ大陸よりも小

さい。水の中の淡水は２．５％、人が使える川、

雨水は地球上の水の０．０１％しかない。一人

当たり１日２０㍑の水が要るが、世界には８億人の人が安

全な水を求められない。安全な水を供給することは命を

救い、子供の教育、女性の社会進出を助け、経済発展

にもつながる。関西、滋賀でも水環境に取り組み、当社

も参加している。医療関係、福島原発、ビール工場等、

清潔な水を必要としている所と世界、特にアジアの水環

境改善に会社としても力を注いでいると話されました。 

 

＜ニコニコ箱＞ （今年度目標 2,700,000円） 

（前週 60,000円・累計 2,012,000円・達成率74％） 

本日２０１６～１７年度の組織を発表させていただきました 

  どうぞよろしくお願いします…宮川君 

卓話の時間をいただきありかとうございます…小田柿君 

ちょっといい話の時間を頂き有難うございます…小島君 

清水さん、“馬頭人”オメデトウございます…秋野君 

大森さん早速に写真ありがとうございます…藤田（益）君

大森さん写真アリガトウ！…秋野君 

ロータリーの友特集ページに掲載されました…上田君 

３／１名門ＲＣを訪ねる会７名で広島ＲＣ例会に出席して 

  きました…大塚君 

６７回目の誕生日を祝っていただいて…杉本（克）君 

妻の誕生日を祝っていただいて…田部（泰）君 

結婚記念日を祝っていただいて…中川君、西村君 

結婚記念日をお祝い頂いて。銀婚式です…安居（継）君 

お陰様で１５年間ありがとうございます…石原君 

 

彦根南ＲＣとの合同ゴルフコンペ報告 

                 ゴルフ同好会幹事 堤 秀記  

 ３月６日（日）名神八日市ＣＣにおいて彦根・彦根南ＲＣ

合同コンペを開催しました。彦根ＲＣから１４名、彦根南Ｒ

Ｃから１０名の参加者で、天気には恵まれましたが、花粉

が舞い散る中でのプレーで、グロス１００を切るロータリア

ンが５名と、皆さんきっと悪戦苦闘の連続だったのかなと

思われました。一位、二位、ベスグロ賞は彦根南ＲＣとほ

ぼ独占状態となりました。プレー終了後、クラブハウスで

の表彰式は皆さん終始和気あいあいとした雰囲気で、彦

根南ＲＣのムードメーカがお一人で場を盛り上げて下さ

いましたことに深く感謝いたします。最後に、彦根ＲＣゴ

ルフ同好会から４月か５月の土日に岐阜CCで日帰りの

遠征を考えております。皆さん、初参加の方も大歓迎

奮ってご参加下さるようお願い申し上げます。 

              OUT IN GROSS HDCP NET  

優 勝  丸山忠幸 君 ４７  ４９  ９６  ２１．６ ７４．４  

準優勝 森野 隆 君  ４５  ４８  ９３  １８．０ ７５．０ 

第３位  片岡哲司 君 ５６  ４９ １０５  ３０．０ ７５．０ 

第４位  石原成郎 君 ４３  ４３  ８６  １０．８ ７５．２ 

第５位  大舘康伸 君 ５２  ４６  ９８  ２２．８ ７５．２ 

 

＜前回例会報告＞ 

 会長の時間では、去る２月２７日地区９７クラブ合同会

員増強委員長会議に出席して、会員数の大きなクラブ

は自然増になっていて中堅の当クラブとの差を感じた。

当クラブでは、物故会員の後継者に入会を薦めてもなか

なか入会してもらえず、７～１２月には５０代にしぼって増

強に廻るが入会にはつながらず、後期には新人の発掘

は田部副会長、後継者の入会は大森君、秋野君、元会

員の再入会は西村君、空白職種は藤田君の４本柱で会

員増強を進めていくので皆さんも協力してほしいと話さ

れました。 

［ロータリー情報］   

   世界ローターアクト週間 

    毎年３月１３日を「世界ローターアクトの日」と定め、３月１３日を含む1週間を「世界ローターアクト週間」と 

    指定した。ローターアクトへの理解と協力と援助を推進する絶好の機会である。 


