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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（2016.9.8） 

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』 
   「石田三成の青春」松本 匡代(著)  2016/2  
    戦国の知将・石田三成の若き日々。のちの天下人・豊臣秀吉や親友・大谷吉継との 

    出会い、軍師・竹中半兵衛との関わり、本能寺の変の裏側、忍城水攻めの真相、 

    三成襲撃事件に隠れた友情、吉継との関ヶ原への誓い、そして――。三成の家族や 

    恋人、妻子も登場させ、悩み、傷つき、笑い、親友・吉継と未来を開こうとする等身大の 

    人間・三成の姿を描く。                             （出展：amazon） 

 

第３１２９回例会 
２０１６．９．１ 

 

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 

 「私の夢」 

 幹事報告 

 委員会報告 

 ニコニコ箱報告 

 出席報告 

卓話 

 「住宅の耐震について」 

 ゲスト：彦根市建築指導課 

      主任 大橋 圭 氏 

      主任 松居宣彦 氏   

 担 当：プログラム委員会 

閉会点鐘 

お祝い 

会員誕生日  岡 銑三郎君（９月６日） 

結婚記念日  本登君ご夫妻（９月３日） 

皆出席      田井中（徹）君…１年  

９月のスケジュール 

９／ １ 定例理事会（１３：５０～事務局） 

    ３ ＜滋賀ブロック＞クラブ米山奨学委員長会議 

              （１４：００～大学サテライトプラザ彦根） 

      規則委員会（１８：００～伊勢幾） 

    ８ 謡曲同好会お稽古（１９：００～千代神社） 

  １０ 第１組ＩＭ 新会員セミナー（１０：００～彦根ビューホテル）            

            会長会議（１１：００～彦根ビューホテル） 

            会議（１３：００～ひこね市文化プラザ） 

            懇親会（１７：３０～彦根ビューホテル）     

  １１ ＲＬＩパートⅡ研修会（９：４５～京都文教学園） 

  １２ 浦部謡曲教室（１９：００～千代神社） 

  １５ 公式訪問事前クラブ協議会 

                   （１３：４０～彦根ビューホテル） 

  １７ ゴルフ同好会第１回ゴルフコンペ（彦根ＣＣ・龍鱗） 

     地域別職業奉仕担当者会議（滋賀グループ） 

           （１３：３０～近江八幡市総合福祉センター） 

  ２２ 野球同好会 長浜東ＲＣとの練習試合 

                         （９：３０～金亀球場） 

     ガバナー杯野球大会運営会議及び組み合わせ 

     抽選会（１６：００～ホテルボストンプラザ草津） 

  ２４ 少年サッカー事業会議（１８：００～龍鱗） 

  ２６ 浦部謡曲教室（１９：００～千代神社） 

  ２９ 刀根ガバナー公式訪問 

      会長・幹事・役員懇談会（１０：００～彦根ビューホテル) 

      例会（１２：３０～彦根ビューホテル） 

ロータリーの友９月号 必見どころ 

横書き Ｐ２８…「識字率向上 

            ブルキナファソの成人女性のために」 

縦書き Ｐ４… 「社会になじむことが難しい若者支援」 

 

    新会員スピーチ 

角田 仁 君 ・ 松田充弘 君 

クレーム・ド・アイス   サラダ デザート パン 

豚ロース肉のピカタ 

       青胡椒とドライフルーツのソース  



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（％) 

８月２５日 ６３（１４） ４２（６） １ ７８．１８ 

８月 ４日 ６３（１４） ４８（６） ６ ９８．１８ 

出席報告 

他クラブプログラム予定 

ロータリー財団１００周年記念シンポジウム開催案内  

  日本ロータリー学友会が主催する、ロータリー財団１００

周年記念シンポジウム「国際人道支援の第一線で 活躍

するロータリー奨学生学友の報告」が、来る２０１６年１１月 

２７日午後１時半より、東京ＪＰタ ワーで開催されます。 

 日本の学友第２期生の緒方貞子氏（元ＵＮＨＣＲ高等弁

務官）をはじめ国際人道支援の第一線で活躍する学友が

参加する本シンポジウムには、ＲＩジャーム会長も来賓とし

て出席されます。  

 このシンポジウムには、ロータリアン並びに財団学友ば

かりでなく（合計500名を予定）、財団奨学生、平和フェ

ロー、米山奨学生、米山学友、ローターアクト、インターア

クト、ローテックス、青少年交換学生などにも広く参加（英

語同時通訳付き）を呼び掛けていただきたく、よろしくお願 

い致します。登録料はロータリアン・財団学友10,000円、

その他は3,000円です。 

 この１００年に１度の機会に、ＲＩ会長ご出席の下で、災

害、戦乱の現場第一線で苦労、活躍しているロータリー奨

学生学友の現場からの報告を、是非多くのロータリアンの

方々に聞いて頂き、これまでのご寄付がいかに活きて国

際社会に貢献しているかを実感して頂きたく案内申し上

げます。詳細については事務局まで。  

                                      

前回例会報告 

 会長から 「前週の納涼例会は非常に楽しい時間を過ご

すことが出来ました。準備等で親睦委員会の皆様には大

変お世話になりました」とコメントを頂きました。 

 「私の夢」スピーチでは、田部泰男君が「彦根

ＲＣに入会して１６年が経ちました。謡曲、ゴル

フ、野球、名門ロータリーを訪ねる会等、多くの

同好会に入会しています。中でもゴルフについ

ては、プレーし始めて３０年になるが、１００を切るのがやっ

とということで、８０台で回れるよう頑張りたい」という宣言と

ともに、「ゴルフに関する夢（希望）として、現在６歳、３歳

になる孫が大きくなったら、親子３世代でプレーをしたいと

思っています。そのために、腰痛の持病の克服に向けて、

今年の５月から毎朝城山天守閣でラジオ体操をする会に

入会し、欠かさず続けてきたところ、体重も５キロ減り、ス

マートになると共に、体調も良くなってきたので、ぜひ皆さ

んも如何ですか？」と話をされました。 

 本日の卓話は、プログラム委員会の担当で、彦根市健

康推進課の棚瀬恵理子氏に、「熊本地震の被災地支援

活動報告」と題してお話を頂きました。 

 地震発生直後から、滋賀県からの要請で、医

師や保健師等で構成される支援チームが、各

班１週間程度ずつ交代で計１０班が南阿蘇村に

支援に入られたということで、棚瀬さんご自身

は、第５班のメンバとして、５月３日に小倉から大分経由で

豊後竹田駅に到着、以降はレンタカーに乗り、南阿蘇村

に到着され、支援活動を開始されました。南阿蘇村の支

援にあたっては、活動基地は車で１時間２０分離れたとこ

ろで、道程が山道のため酔い止め薬を飲みながら毎日活

動基地と支援地を往復されていたということですが、特

に、１日目、２日目は、余震で朝４時に飛び起きるというこ

とで、今回の地震の恐怖を感じられながらの支援だったと

いうことでした。 

 支援内容は、６４件の被災者の家庭訪問によるケアをさ

れていて、特に、高齢者の方や病気を抱えた方等、避難

所に行くことも出来ない一方で、余震が怖くて家にいるこ

とも出来ない状況にある被災者の悩みを聞き、必要な手

当てを示唆・支援するというものでした。また、経営者は仕

事を止める訳にはいかないにも関わらず、鉄道や道路の

寸断で必要な資材が届かなかったり、そのため社員への

給与の支払いをどうするか、といった悩みも抱えながら、

地震の恐怖と闘っていたというお話もありました。 

 被災者は特別なことを望んでいるのではなく、日常を取

り戻すことを望んでいるというお話がありました。そのため

には、各地域においては、日頃から災害に強い地域コミュ

ニティ作りが重要であり、災害支援においては、組織的か

つ自律的な災害支援体制の構築が重要であるとのことで

した。最後に、今回被災したエリアは、観光面で自然やト

ロッコ列車を目的に多くの観光客が訪れる素晴らしい地

域で、早期の復興を期待するとともに、棚瀬さんご自身も

また南阿蘇村を訪れたいというお話をされました。 

お客さま 

今村英二君（彦根南ＲＣ） 

ニコニコ箱 

（本日計 63,000円・累計 542,000円・達成率18％） 

本日はよろしくお願いいたします…今村君（彦根南） 

彦根市健康推進課副主幹 棚瀬恵理子様をお迎えして。 

  ＭＰＨＦを頂いて…宮川君 

ゲストに棚瀬様をお迎えして…藤田（益）君 

２分間スピーチの機会をいただいて…田部（泰）君 

親睦さん先日の納涼例会は大変お世話になりました 

  …大森君 

岡田さん夏期練成会お世話になりました…岡君 

早朝練成会ご苦労様でした…岡田（建）君 

ちょっと嬉しいことが・・…渡邊君 

米山功労賞を祝っていただいて…中川君 

妻の誕生日を祝っていただいて…本庄君、田井中（順）君 

皆出席１２年を祝っていただいて…小椋君 

皆出席６年無事終えました…岡田（眞）君 

もう５年が経ちました。皆様のおかげです…本庄君 

皆出席１年を祝っていただいて…永井君 

ＳＡＡのお許しをいただいて…岡田（建）君 

 

－ ロータリアンの幸福 － 

 親切にすると感謝され、自分も嬉しい。 

９月２日(金) 長浜東ＲＣ 「社会奉仕委員会について」     

９月５日(月) 長   浜ＲＣ 「隣接３クラブ 

     合同公式訪問例会」 

９月５日(月) 五 ・ 能ＲＣ 「移動例会」  

９月６日(火) 長浜北ＲＣ 「５日に変更」 

９月６日(火) 彦根南ＲＣ 「ＩＭについて」 


