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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  

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』 
    「葉桜が来た夏」 夏海公司(著)  2013/5 
  アポストリ―身体能力と科学技術に優れた、女性だけで構成される異星人。目が赤い 
  ほかは、外見的特徴は人間と同じ。琵琶湖周辺は彼らと人間が共存する居留区と 
  なっていた。高校二年の南方学は過去に起きたとある出来事からアポストリを憎んで 
  いた。ところが、“共棲”と呼ばれる居留区のシステムに則り、一人のアポストリと同居 
  することになる。彼女の名は、葉桜―評議長の姪でもある美しい少女だった。二人は 
  激しくぶつかり合うが、その共棲にはある意図が隠されていて―。 
  第14回電撃小説大賞“選考委員奨励賞”受賞作。彦根が舞台のSF小説。（出展：amazon） 

 

第３１３６回例会 
２０１６．１０．２７ 

 

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 

 「私の夢」 

 幹事報告 

 委員会報告 

 ニコニコ箱報告 

 出席報告 

卓話 

 「財団補助金について」  

  ゲスト：地区財団補助金委員会 

      委員長  井澤 茂氏 

  担 当：ロータリー財団委員会    

閉会点鐘 

お祝い 

会員誕生日  大塚義和君(１１月９日) 

 

ご夫人誕生日 角田君ご夫人豊子さん（１１月９日） 

           

結婚記念日   小椋君ご夫妻（１１月７日） 

 

皆出席      北村（登）君…３３年 

          田部（泰）君…１７年 

 

１１月のスケジュール 

１１／ １ 第２班情報集会（１８：００～伊勢幾） 

    ２ 第３班情報集会（１８：００～龍鱗） 

    ５ ガバナー杯野球大会（開会式８：３０ 試合９：００ 

            対．栗東ＲＣ 希望ヶ丘文化公園野球場） 

    ７ 第６班情報集会（１８：００～二九食や） 

   １０ 石田三成公いいひとプロジェクト第２弾－佐和山城 

      跡での出前講座（９：４０～佐和山山頂）  

      定例理事会（１３：５０～事務局） 

   １４ 浦部謡曲教室（１９：００～千代神社） 

   １７ 謡曲同好会お稽古（１９：００～千代神社） 

   ２０ アトランタ国際大会説明会 

                    （１３：３０～メルパルク京都）  

   ２７ ゴルフ同好会第２回ゴルフコンペ 

                         （彦根ＣＣ・千成亭） 

   ２８ 浦部謡曲教室（１９：００～千代神社） 

   ３０ 県下ＲＣ合同親睦ゴルフ大会（瀬田ゴルフコース） 

 

＜予告＞ 

１１月１７日（木）の例会は 

ロータリーの友編集長 二神典子氏（東京築地ＲＣ）をゲスト

にお迎えし、卓話をしていただきます。多数の会員の皆様、

ご出席下さいますようよろしくお願いいたします。 

 

 

（2016.11.3）  休会 

（2016.11.10）｢豊臣政権が形づくった佐和山城跡｣ 

       ゲスト：彦根市文化財課主任 下高大輔氏  

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（％) 

１０月２０日 ６２（１３） ４３（６） ４ ８５．４５ 

１０月 ６日 ６２（１３） ４３（４） ９ ９８．１１ 

出席報告 

他クラブプログラム予定 

＜彦根ローターアクトクラブ１０００回例会のご案内＞ 

 彦根ＲＡＣは１０００回例会を下記の通り行います。多数

の会員の皆様のご出席をお願いいたします。 

 〆切 １１月１日午前までに事務局まで。 

 日 時  ／ １１月１日（火）１９：３０～例会   

 場 所  ／ 龍鱗 

 登録料 ／ １，５００円 

 ゲスト   ／ 「戦争と平和について」 小菅一彦 様 

 

前回例会報告 
 会長の時間では、宮川会長から「本日は、創立記念例

会で卓話を小菅先生と小椋会長エレクトにお願いしてい

ます。また、彦根ＲＡＣから池田直前会長に来ていただい

ています。ローターアクトの1000回記念例会にはみなさん

出席していただきたい。」と話されました。 

 彦根ＲＡＣ池田直前会長からは「１１月１日

に1000回記念例会を開催します。講演を小菅

先生にお願いしています。テーマは「戦争と

平和」です。会場が広いのでみなさんの登録

をお待ちしています。」と挨拶されました。 

 「私の夢」スピーチは渡邊僖子君。「ロータ

リーに入会して１０年が経ちました。近場の夢

では社会奉仕委員長として子供たちに彦根

の歴史について学んでもらうイベントを企画し

ています。自分も地元の歴史を語れるように

なりたいと思っています。また、先の夢では、お店を継い

で１６年になったが、そろそろ店の幕引きを考え出しまし

た。テレビで伝統工芸の職人さんが跡継ぎの若者を探し

ている話を観ました。私の店はみなさんの悩みを聞きなが

ら自然由来の薬を売っています。誰か継いでくれる若者を

探すのが夢です。」と話されました。 

 卓話では、小菅一彦君が「私と彦根ロータ

リー」というテーマで話されました。 

 「５年前にも話をしましたが、入会年次は当

時５番目でしたが、今は２番目になりました。

生年月日順では、当時７番目でしたが４番目

になりました。私が入会した年は彦根RCが２５周年の準備

の年度でした。当時彦根RCは彦根で地区大会を開催す

ることと彦根南RCを設立するという２つの課題を課せられ

ていました。地区大会ではチャーターメンバーをリーダー

にして準備が進められました。1,200名余りが参加されまし

たが、県内ロータリアンはテントでモニターを見てもらいま

した。雨が心配でしたが、いい天気で、桜も満開でした。

お弁当が足らなくなるハプニングもありました。また、彦根

南RCには彦根RCから３０名が移りました。当時９０名の会

員が６０名になりました。その後、２０００年に山崎先生がガ

バナーをされた時に彦根の駅前ビルを借りて大変であっ

たと聞いています。後日その時の苦労話をお聞かせいた

だければと思っています。」と話されました。 

 続いて小椋会長エレクトが「次年度に向けて」というテー

マで話されました。 

「次年度に向けてということで、ロータリーのあ

り方と６５周年に向けてということでお話をしま

す。“弱気は敵”と元広島カープの津田投手が

言ってましたが、その心意気で来年度やって

いきたいと思います。定款細則の件ではロー

タリーを再度見つめ直すいい機会で彦根RCをいい方向

にもっていければと思っています。各RCの裁量が増すこと

はいいことだと思っています。次年度彦根RCは６５周年を

迎えます。２７名のチャーターメンバーで始まった当RC

は、伝統と数多くの財産、その中でも人材を得てきました。

多忙な中、積極的に活動されてきました。私も先人の末席

ではありますが、地域にいかにPRしていくかを念頭に彦根

RCの物語を作っていきたいと思います。各委員会ごとに

過去の振り返りを行って頂きたいと思っています。来年度

６５周年実行委員会を組織します。地域社会への貢献を

積極的かつ効果的に行いたいと思います。公共イメージ

をあげていくことで「RCは何をするところ」という質問をなく

したいと思っています。ロータリー活動は、１番目に家族、

２番目に仕事、３番目にロータリーであると思っています。

彦根RCの会員数は１２年前の７３名から６２名に減少して

います。これは例会の魅力が余りないのが原因だと思いま

す。ロータリーをよく知ること、学ぶことで彦根RCの再生を

図りたいと思います。今年度会長テーマ「未来に向けて 

魅力あるロータリーに」を継承し、先輩方にはご指導を、

後輩方にはご協力をお願いします。」と話しされました。 

お客さま 

池田庸平君（彦根ＲＡＣ） 

ニコニコ箱 

（本日計 49,000円・累計 1,056,000円・達成率35％） 

いつもお世話になっております。１０００回例会是非ともお 

  待ちしております…池田君（ＲＡＣ） 

創立記念例会を祝して。小菅さん、小椋さん卓話よろしく 

  お願いします…宮川君 

記念例会の卓話の栄を賜りまして…小菅君 

卓話のお時間を頂きました。有難うございます…小椋君 

石田三成公いいひとプロジェクト始まりました。よろしくお 

  願いいたします。近本さん有り難うございます…和田君 

昨日は入会歓迎会を行っていただきましてありがとうござ 

  いました…中居君 

創立記念例会を祝して。今後ともローターアクトにご協力 

  よろしくお願いします…小島君 

祝 創立記念例会…川原崎君 

創立記念例会に感謝…北村（登）君 

創立記念例会を祝して…渡邊君、嶋津君、大舘君、近藤 

  君、宇都宮君、安居（継）君 

妻の誕生日を祝っていただいて…嶽釜君 

結婚記念日を祝っていただいて…本庄君、永井君 

ＳＡＡのお許しをいただいて…嶋津君 

１０月２８日(金) 長浜東ＲＣ 「滋賀県の伝統芸能に 

             ついて」     

１０月３１日(月) 長   浜ＲＣ 「イニシエーションスピーチ」 

１０月３１日(月) 五 ・ 能ＲＣ 「会員卓話」  

１１月 １日(火) 長浜北ＲＣ 「ロータリーらしさ」 

１１月 １日(火) 彦根南ＲＣ 「米山奨学生スピーチ」 


