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国際ロータリー・テーマ 

人類に奉仕するロータリー 
  国際ロータリー会長 ジョン・ジャーム 

今日の食事 

地区テーマ 

夢を語り、現在を刷新 
  第2650地区ガバナー  刀根荘兵衛 

彦根ＲＣ会長テーマ 

未来に向けて 魅力あるロータリーに 
                彦根ロータリークラブ会長 宮川基司 

次回例会案内（2016.7.21） 

彦根ロータリークラブ週報 

2016～2017年度 
 会 長 宮川基司  会長エレクト 小椋政昭   
 副会長 谷 節雄  幹 事    本庄秀樹  
 会 計 田井中 徹 ＳＡＡ    中川勝晴   
 パストガバナー 山崎時雄 

『彦根・滋賀を舞台にした小説で愉しみましょう』 
   「獅子の系譜」津本 陽 2010/6    

   勇猛果敢にして智謀にも優れ、徳川家臣団最強の武将として、武門の誉れ「赤備え」を 

   許された井伊直政。彼の才能を生涯評価し、取り立てた徳川家康とともに 天下取りを 

   果たすまでの波乱万丈の生涯を、初陣からたどる。幼少のころから家康に仕えた井伊 

   の目によって徳川内部から関ヶ原勝利、天下統一を描いた意欲的 長篇小説。 

                                               （出展：amazon） 

 

第３１２３回例会 
２０１６．７．１４ 

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 
 幹事報告 
 委員会報告 
 ニコニコ箱報告 
 出席報告 
卓話 
 「新年度理事挨拶」 
  会員増強委員長   秋野正誠 
  公共イメージ委員長 吉原 保 
  クラブ管理運営委員長 
          近藤市右ヱ門 
  奉仕プロジェクト委員長 
            森 育男 
  財団・奨学金委員長 清水克己  
閉会点鐘 

お祝い 

会員誕生日   山﨑 滋君（７月２０日） 

ご夫人誕生日  山崎君ご夫人テルミさん（７月１６日） 

           堤君ご夫人美紀さん（７月１６日） 

           川原崎君ご夫人明美さん（７月１９日）     

           土田君ご夫人由紀子さん（７月１９日） 

新会員紹介 

 ７月７日新しく入会されました新会員をご紹介します。 

 角田 仁
す み だ  ひ と し

 君  （交通運輸） 

 生年月日  昭和２４年４月３０日 

 勤務先    近江鉄道㈱ 顧問 

          （彦根市古沢町１８１） 

 自 宅    米原市中多良３１２ 

理事会報告（2016.7.7） 

１．入会金の件  7/21例会で承認をえる 

２．細則一部変更の件  7/21例会で承認をえる 

３．特別委員会として、規則委員会設置の件 

   規則委員 宮川基司・本庄秀樹・小椋政昭・田井中 徹 

          中川勝晴・北村 登・井の下精作・杉本剛郎  

４．指名委員会設置の件 

   指名委員 杉本克実・安居秀泰・森 育男・宮川基司 

          小椋政昭 

５．監査人の件  堤 秀記君・上田勝之君 

６．新会員の件  承認  

７．出席免除適用申請の件 

   宇都宮靖雄君から申請があり承認 

８．第１組ＩＭ参加の件 

   ９月１０日（土）１３：００～ ひこね市文化プラザ 

   バスを手配  ホスト：彦根南ＲＣ 

９．納涼例会の件 

   ８月１８日（木）１７：３０～ 彦根ビューホテル 

１０．彦根市スポーツ少年団創設５０周年記念事業 

   助成金の件    １０万円助成金を拠出 

 

 

規定審議会結果報告 

 

カレーバイキング 



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 ４．みんなのためになるかどうか 

会報委員会  ／  小田柿喜暢  那須賢司  嶽釜信一  永井裕樹 

 会員数 当日出席 ﾒｰｷｬｯﾌﾟ 出席率（％) 

７月 ７日 ６３（１３） ４９（５） ２ ９２．７３ 

６月２３日 ６３（１３） ４１（７） ７ ８４．２１ 

出席報告 

他クラブプログラム予定 

職業奉仕担当者研修会 

                  職業奉仕委員長 上田勝之 

 ７月９日（土）メルパルク京都にて職業奉仕担当者研修

会に参加してまいりました。第１部では、伊藤委員長より地

区職業奉仕委員会活動計画についてと第2650地区の活

動指針について、今までの経緯を含めてお話しして頂き

ました。第２部では、事前アンケートに対する応答と規定

審議会議題案に見る職業奉仕についての意見交換があ

りました。ＲＩからは職業奉仕の言葉が無くなっております

が、刀根ガバナーの説明では、「職業分類を大切にし、倫

理と道徳を高める」という言葉でご理解してほしいとありま

した。また、ロータリーの目的が改正されようとしており、日

本の各地区より定款の堅持についての提案をしていきた

いというお言葉があり、期待されるところであります。 

前回例会報告 

 2016～2017年度初例会が開催され

ました。まず初めに近江鉄道㈱角田

仁君の入会式があり宮川会長よりバッ

チが授与されました。米山奨学生レ・

アン・ヴー君への奨学金授与の後、

親睦委員会より、今年度のお祝品の説明がありました。委

員会・同好会報告では、社会奉仕委員会より「社会を明る

くする運動」への参加のお礼、野球同好会より甲子園大

会出場報告、ワイン同好会より参加依頼がありました。 

 卓話の時間では「新年度役員挨拶」があり、宮川会長か

らは、「未来に向けて 魅力あるロータリーに」をテーマに

与えられた機会に感謝し、取り組んでいきたい。来年６５

周年であるが先の７５周年も見据え、活力あるクラブにして

行きたいと抱負を述べられました。また、今年度は各委員

会のメンバー間で話す機会を作って頂きたいとお願いさ

れました。谷副会長からは、会長のガードマン役として補

佐して行きたい、小椋会長エレクトからは、会長をサポート

するとともに、研修会を通じて理解を深めて行きたいと話

されました。続いて、本庄幹事からは推挙して頂いた方の

期待に応えて行きたい、田井中会計からは事務局と協力

しながら会計をきちんとしていきたいと話されました。中川

SAAからは秩序、気品、風紀をキーワードに例会を運営し

て行きたい、協力をお願いしますと話されました。会報委

員より週報の説明があり、最後に宮川会長よりロータリー

の友の購読の「読」、例会の出席をお願いされ、閉会とな

りました。 

お客さま 

レ・アン・ヴー君（米山奨学生） 

ニコニコ箱 

（本日計 150,000円・累計 150,000円・達成率5％） 

新年度を向かえて一年間メンバーの皆様のご理解ご協力 

  をよろしくお願いいたします…宮川君 

今年一年よろしくお願いいたします。宮川会長、本庄幹事 

  のためがんばります…谷君 

宮川会長の出航を祝して。そして私事ちょっとイイことがあ 

  りました…小椋君 

この度歴史ある彦根ロータリークラブに入会させていただ 

  きありがとうございます…角田君 

宮川会長年度の出発と角田仁氏の入会を言祝いで！ 

  …岡君 

モトジ会長へエール！！…川原崎君 

宮川会長、本庄幹事、独自のカラーで思い切りやって下 

  さい。大いに期待しています！！…秋野君 

宮川丸の出航をお祝いします。今年度彦根ＲＣが益々輝 

  きますよう祈念します…西村君 

宮川会長、本庄幹事､１年間宜しくお願いします…清水君 

宮川会長、本庄幹事、１年間お世話になります…片岡君 

宮川会長、本庄幹事１年間ご苦労様です…岡田（建）君 

宮川会長、本庄幹事本年度一年間がんばって下さい。 

  本年もよろしく…森君 

宮川会長、初例会おめでとうございます。１年間よろしくお 

  願いいたします…渡邊君 

初例会を祝して…大舘君、御代君 

宮川丸の船出をお祝いして…青木君、杉本（克）君、安居 

  （秀）君、大森君 

宮川会長はじめ皆様、今年度もよろしくお願いします…小 

  菅君、嶋津君、嶽釜君、安居（継）君、吉原君、小田柿 

  君、杉本（剛）君、北村（登）君、藤田（益）君、那須君 

宮川会長、本庄幹事、役員の皆さん一年間がんばって下 

  さい…田井中（順）君 

親睦活動委員会で今年１年お世話になります。皆さんに 

  楽しんで頂けるよう務めさせていただきます…今村君 

昨年１年間ありがとうございました。本年、宮川会長、本庄 

  幹事、田井中会計さん、ご苦労さんです。本年もよろし 

  く…田部（泰）君 

前期ニコニコ箱へのご協力ありがとうございました。お陰様 

  で３１２万９０００円達成率１１５％でした…大塚君 

ＳＡＡを拝命しまし。１年間よろしくお願いします…中川君 

１年間よろしくお願いします…本庄君、田井中（徹）君、近 

  藤君、宇佐美君、上田君、和田君 

米山委員長です。よろしくお願いします…岡田（眞）君 

最終例会失礼いたしました…垣平君 

甲子園大会壮行会をして頂きながら、残念な結果となりま 

  した。本年度も宜しくお願いいたします…田部（正）君 

甲子園野球大会は惜敗でした。お疲れ様でした…安居   

  （継）君 

先日の甲子園の大会お疲れ様でした。楽しかったです。 

 本日からの新年度よろしくお願いします…永井君 

野球同好会の皆様甲子園に連れて行っていただきありが 

  とうございました。楽しい１日でした…嶋津君 

誕生日を祝って頂いて。６５才なんて信じられません…嶋 

  津君 

妻の誕生日を祝っていただいて…片岡君、松本君 

結婚記念日を祝っていただいて…嶽釜君 

ＳＡＡのお許しを頂いて…和田君、垣平君 

７月１５日(金) 長浜東ＲＣ 「第一回クラブフォーラム」     

７月１８日(月) 長   浜ＲＣ 「休会」 

７月１８日(月) 五 ・ 能ＲＣ 「休会」  

７月１９日(火) 長浜北ＲＣ 「イニシエーションスピーチ」 

７月１９日(火) 彦根南ＲＣ 「委員長挨拶」 


