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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（2016.10.6） 

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』 
    「湖猫、波を奔る」弟子 吉治郎 (著)   2012/7 
  琵琶湖に浮かぶ神の島に黒猫が棲みついた。時は過ぎ、大人になった元飼い主の笛吹き 
  少女、穴マニアの少年、丸子船船頭の娘のもとへ「沈む」をテーマにテレ ビの撮影班がや 
  って来た。湖底洞窟の謎がいま明らかに! 「凄いヤツが書いた小説だから、凄いに決まっ 
  ている。壮大なスケールと細かな描写。吉治郎の作品はいつも映像的だ」上岡龍太郎 
  〈元タレント〉 「読者をまったく裏切りもせず、けれんもなく、その心象に視覚化される。その 
  ドラマツルギーはエンターテインメントとしても、まさに圧倒的だ」北村想〈劇 作家・演出家〉 
                                                （出展：amazon） 

 

第３１３２回例会 
２０１６．９．２９ 

 

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 

 幹事報告 

 委員会報告 

 ニコニコ箱報告 

 出席報告 

ガバナーアドレス 

  国際ロータリー第２６５０地区 

    ガバナー 刀根荘兵衛 氏 

閉会点鐘 

刀根ガバナーをお迎えして 

                           会長 宮川基司 

 本日は刀根ガバナーはじめ辻ガバナー補佐、山本地区幹

事長、中山公式訪問担当幹事をお迎えしての公式訪問例会

です。心より歓迎申し上げます。今回は彦根南ＲＣとの合同

公式訪問例会でございます。初めての経験ではありますが、

どうかよろしくお願い申しけ上げます。 

 刀根ガバナーは地区スローガンを「夢を語り、現在を刷新」

とされ、１００年を迎えようとしている日本ロータリーは今一度

ロータリーのあるべき姿を思い描き、未来を見つめ、夢を語

り、高い理想をそこに求め、そこから今を刷新することが求め

られているとされています。 

 当クラブでは、地区スローガンを受け「未来に向けて 魅力

あるロータリーに」を会長スローガンにさせて頂き、来年６５周

年を迎え、１０年後には７５周年という重要な節目の年を迎え

ます。５年後、１０年後に今以上に魅力ある理想的なクラブに

近づけるよう、この一年は全てのクラブの運営や事業につい

て考える一年になればと思います。 

 これからも地区とは連携を図りながら、クラブの活性化につ

なげて参りたいと考えております。ガバナーには今後とも更な

るご指導の程よろしくお願い申し上げます。 

 

公式訪問事前クラブ協議会報告       幹事 本庄秀樹 

 去る９月１５日（木）例会後、ガバナー公式訪問前のクラブ

協議会が２８名参加のもと開催されました。地区より辻ガバ

ナー補佐をお迎えしての協議会となりました。開催に当たり

宮川会長と辻ガバナー補佐がそれぞれ挨拶され、クラブ研

修リーダーの小椋君がクラブの概況報告を、続いて各委員

長が委員会を代表して発表されました。講評はガバナー補

佐より頂きました。地区への要望として、Q．公式訪問がなぜ

他のクラブと合同で行われることになったのか？ A．２６５０

地区のクラブを丁寧に訪問すると１２月までかかることになり、

ガバナーとしての時間が不足するため（合同によると９月末で

終了）との答えがあり、協議会は順調に終了を迎えました。 

 

  「日本の建築をベトナムに持って帰りたい」 

   ゲスト ： 米山奨学生  レ・アン・ブー君 

   担 当   ：  米山奨学委員会 

幕の内弁当  



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（％) 

９月１５日 ６２（１３） ４４（４） ７ ９６．２３ 

９月 １日 ６２（１３） ４９（４） ２ ９６．２３ 

出席報告 

他クラブプログラム予定 

地区RLIパートⅡ研修会参加報告 

クラブ研修リーダー 小椋政昭 

 ９月１１日（日）ロータリーリーダーシップ研修会パートⅡ

が京都文京学園（9：45〜17：00）で開催され、出席してま

いりました。前回のパートⅠと同じく先出し質問にそって各

教室にて進められました。質問内容は以下の６項目です。 

  １.戦略計画とクラブの分析  ２.会員を惹き付けるには 

  ３.チーム作りとクラブコミュニケーション 

  ４.ロータリー財団・目標とする奉仕 

  ５.強いクラブを創る   ６.米山記念奨学事業   

 今回、他クラブの皆様の話を聞いて感じたことは、会員

が減少している大きな原因はロータリーに対する魅力が

失われ、また、知ろうとする意欲に満ちて奉仕活動に参加

する会員が少なくなったことではないかと思います。今、

活性化する方法としてロータリーを学び、考え、アクション

をおこし、会員と共に強いクラブ作りが必要と考えます。 

 今回多くのロータリアンと知り合い、他クラブの情報を知

り得たことは、今後に活かしていきたいものです。  

 

地域別職業奉仕担当者会議報告 

職業奉仕委員長 上田勝之 

 ９月１７日（土）近江八幡市総合福祉センターにて第

2650地区滋賀グループ職業奉仕担当者会議が開催され

ました。地区委員５名、ガバナー補佐２名と２０クラブの担

当者の参加でした。 

 伊藤地区職業奉仕委員長より国際ロータリー職業奉仕

の最新情報について紹介がありました。ロータリーの目

的、第４項の内の２項に「職業上の高い倫理基準を保ち、

役立つ仕事はすべて価値あるものと認識し、社会に奉仕

する機会としてロータリアン各自の職業を高潔なものにす

ること」と記載されており、職業奉仕の理念であると説明が

ありました。後は、各クラブから事業の報告があり、企業訪

問が多数でありました。中には親睦委員会と連携し、家族

例会や親睦旅行とセットしているクラブもありました。 

 

前回例会報告 

 会長の時間で宮川会長から「ＩＭへの出席お疲れ様でし

た」とコメントを頂きました。 

 その後、辻ガバナー補佐からご挨拶があり、

「ガバナー補佐として３年目を迎えている。３年

やらなければ全体像は見えてこない。彦根ＲＣ

は、会長テーマ「未来に向けて 魅力あるロータ

リーに」のもと大いに活躍してもらいたい」と話されました。 

 「私の夢」スピーチでは、中居隆幸君が彦根に

着任し、「健康増進」を目標としているというお話

を頂きました。「久しぶりに会った人にお腹が出

たね、と言われることが多くなった。そのため、５

月から平日の朝や休日に歩くようにしており、最初彦根城

の周りの定番コースを歩いていたが、路地裏や知らない

道等、行動範囲が広がってきており、健康増進＋彦根を

知るの２つを目標に頑張りたい」とお話されました。 

 本日の卓話は、御代麻理子君が、「華の道 -The Art of 

Flower-」と題して話をされました。 

 卓話は、「生け花はいつ頃何とともにもたらさ

れたか」や「生け花は始めどのように使われた

か」といった問い掛けに会員の皆さんが回答

するといった形式で楽しく進められました。この

中で、御代君の祖父である初代竹中翠香さんの作品の紹

介があり、当時の作品としては先進的で、発想が豊かで遊

び心溢れた作品であったと評されました。また、井伊直弼

公も流派を興す予定であったが、桜田門外の変で実現す

ることはなかったが、もしかすると彦根に流派が出来てい

たかもしれないというお話をされました。その後、「道」に関

して、日本には多くの道があり、これを道徳として日本人

が大事にしてきたことで日本が存続している、道を大事に

することで人を幸福にすることが出来る、という持論をお話

されました。最後に、ワンポイント

レッスンとして、生け花の心得とし

て、「自然界に生えている様子を

イメージ」「足元を隠す」「一番美し

い三角形を意識する」の３点が重

要ポイントと説明を受け、安居（秀）君、本庄君のお二人が

見事な作品を創られ、「素晴らしい出来栄えです」と講評

されました。 

お客さま 

辻 喜八郎氏（ガバナー補佐） 

ニコニコ箱 

（本日計 168,000円・累計 777,000円・達成率25％） 

ガバナー補佐事前公式訪問にお伺いして…辻ガバナー 

  補佐 

長い間大変お世話になりました…藤田（謙）君 

辻ガバナー補佐をお迎えして。今日一日どうぞよろしくお 

  願いいたします…宮川君 

辻ガバナー補佐をお迎えして…小椋君、中川君、清水君 

  谷君、北村（登）君、本庄君、岡田（建）君、森君、渡邊 

  君、嶋津君、近藤君 

IMの新会員セミナーには早朝よりご参加頂き有難うござい 

  ました。そして私ごと少しいいことありました…小島君 

卓話の時間をいただきありがとうございます…御代君 

御代さん卓話楽しみにしています…本登君 

「夢を語る」機会をつくって頂きまして…中居君 

誕生日を祝っていただいて…田井中（徹）君 

５０歳の誕生日を祝って頂いて有難うございます…赤嶺君 

妻の誕生日を祝っていただいて…北村（昌）君 

結婚記念日を祝っていただいて…杉本（克）君 

健康にも恵まれ38年間皆出席ができまして…藤田（益）君 

皆出席を祝っていただいて…岡田（建）君 

 

－ ロータリアンの幸福 － 

 例会には入りて学び、出でて奉仕せよ。 

  ９月３０日(金) 長浜東ＲＣ 「ＷＥ ＬＯＶＥ 西中プロジェクト」     

１０月 ３日(月) 長   浜ＲＣ 「躍進する日本とベトナム」 

１０月 ３日(月) 五 ・ 能ＲＣ 「移動例会」  

１０月 ４日(火) 長浜北ＲＣ 「米山奨学生卓話」 

１０月 ４日(火) 彦根南ＲＣ 「RLIについて」 


