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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（2017.2.23）  

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』 
    「小説 中江藤樹 」 童門 冬二  (著)   2001/9 

  上杉鷹山の「民の父母」、西郷隆盛の「敬天愛人」と一つにつながる藤樹の「孝とは 

  人間すべてへの愛敬」。あらゆる権力から遠ざかり、純粋に民衆の中に身をおき、 

  民衆とともに生き、人間の心と行動の原点となるものをさぐり出そうとした魂の教育者 

  藤樹のすべてを描き出した傑作長編。（出展：amazon） 

 

第３１４９回例会 
２０１７．２．１６ 

 

開会点鐘 

ロータリーソング斉唱 

 「それでこそロータリー」 

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 

｢国宝･彦根城築城410年祭について」 

  ゲスト：彦根市役所 

 企画振興部 秘書政策課 主幹 
 兼 秘書政策課築城410年祭記念事業推進室長  

       橋本 邦彦 氏 

 担 当：プログラム委員会 

閉会点鐘 

お祝い 

会員誕生日    宮川基司君（２月１７日） 

           堤 秀記君（２月２２日） 

 

 

 

 

幹事報告 

１．次年度田中誠二ガバナー公式訪問は７月１３日（木）に 

  決定しました。ご予定お願いいたします。 

 

   ＜今後の地区のスケジュール＞  

    ３月１９日（日）会長エレクト研修セミナー 

                    （ウェスティン都ホテル京都） 

    ４月 ９日（日）地区大会（サンドーム福井） 

    ４月１６日（日）地区職業奉仕講演会 

                        （ロームシアター京都） 

    ４月３０日（日）地区研修・協議会（国立京都国際会館） 

    ９月１６日（土）第１組ＩＭ（ホスト：五個荘能登川ＲＣ） 

 

２．２０１７－１８年度ロータリー手帳の申し込み（６４８円）がき 

  ております。ご希望の方は２月２３日までに事務局まで。 

 

情報集会開催日時・場所 
 第１班  ３月１日（水） １８：００～ ホテルサンルート彦根 

 第２班  ３月９日（木） １８：００～ 伊勢幾 

 第３班  ３月９日（木） １８：００～ 双葉荘 

 第４班  ３月２日（木） １８：００～ 伊勢幾 

 第５班  ３月２日（木） １８：００～ 伊勢幾 

 第７班  ３月２日（木） １８：００～ 伊勢幾 

   

 

 

  「応急危険度判定と耐震診断について」 

  ゲスト：彦根市役所 都市建設部 建築指導課 

              大橋 圭 氏  松居宣彦 氏 

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（％) 

２月 ９日 ６２（１４） ４６（６） ４ ９０．９１ 

１月２６日 ６２（１３） ３９（２） ７ ９０．２０ 

出席報告 

他クラブプログラム予定 

第２回社会奉仕委員長会議報告 

                  社会奉仕委員長 渡邊僖子 

 去る２月５日（日）１３：３０～１６：３０リーガロイヤルホテル

京都にて開催の社会奉仕委員長会議に出席しました。今

回は次期委員長らも呼びかけがあり、９７クラブから１２０余

名の出席のもと開催され、我がクラブからも今村君が出席

しました。  

 刀根ガバナーの開会宣言から始まり、２０１５～１６年度ま

ちづくり基金奨励金最優秀賞を受賞された京都朱雀ＲＣ

の発表があり、いろんな人とのご縁から「障害者に本格的

なミュージカルを」のテーのもとすばらしい事業を展開され

ました。続いて２０１６～１７年度上半期事業発表が５クラブ

からありました。それぞれユニークかつパワフルな事業発

表でした。終わりの講評にロータリーは奉仕が基本、環

境、エネルギー、健康、青少年育成・・ｅｔｃ 将来的に持続

可能な活動をして頂きたいと締め括られました。 

 

地区ロータリー財団補助金管理セミナー報告 

           次年度奉仕プロジェクト理事 今村康博 

 ロータリー財団補助金管理セミナーが２月１１日（土）に

京都商工会議所で開催され、２０１７－１８年度の「クラブ

参加資格」取得必須セミナーということで、彦根ＲＣから田

井中（徹）次年度幹事と小田柿次年度国際奉仕委員長と

私の３名が出席しました。  

 開会の挨拶の後、地区財団委員長より 「行政でなく業

界でなく教育委員会でもなくロータリーらしい事業を」 との

印象深いお言葉を頂きました。そして、年次基金寄付の

概要の説明があり、次に、クラブの参加資格・クラブ役員

の責務・財務管理計画・銀行口座に関する要件・補助金

資金の使用に関する報告・書類の保管・補助金資金の不

正使用に関する報告が事細かく説明されました。特に利

害の対立が起こらぬようにと何度も説明がありました。地区

補助金の申請は２月１日から５月１５日までの期間厳守。

様々な審査・手続きを経て補助金が下りるのが８月以降に

なるので、それ以降の事業計画を立てないと既に終わっ

た事業に補助金は出せませんとの説明に、７月に事業を

予定し準備しているというクラブから質問がありましたが、

非常に難しいとの見解でした。  

 最後に、刀根ガバナーより財団創設１００周年に相応し

い素晴らしい企画の提出をお願いしますと締めくくられま

した。 

 

前回例会報告 

 会長の時間で宮川会長は「石田三成いいひとプロジェク

トで近江鉄道“三成号”が今月いっぱいまで運行されま

す。近江鉄道を普段利用される方とされない方があります

が、是非乗っていただくよう案内してください。なお、運行

時刻は２、３日前にはわかるようになっています。それと

“彦根市制施行８０周年 高松市・彦根市姉妹城都市提携

５０周年記念式典”が２月１１日にひこね市文化プラザにて

開催されるので皆さんの参加をお願いします。」と２つの

協力依頼をお願いされました。（※残念ながら彦根市制施

行８０周年記念式典は雪のため中止となりました） 

 「私の夢」スピーチは、片岡哲司君。「２０年

程前、友人にジョージア州アトランタでゴルフ

をしようと誘われて行ったことがあります。この

時、思っていたゴルフ場－オーガスタ－とは

違い残念な思いをしたことがあります。それ以

来、良いゴルフ場を回ってみたいという夢を持ち続けてい

ます。ちなみに良いゴルフ場は、美味しいビーフシチュー

やビフカツあるところ、更には、若いキャディさんがいれば

楽しくゴルフが出来ると思っています。」と話されました。 

 本日の卓話は、「貯蓄から投資へ」近本和

也君。最初に、エース証券に入社された経緯

をお話しされました。エース証券に入社され

たのは１８年前１９９９年。１９９７年の北海道拓

殖銀行の破綻、その一週間後、山一證券破

綻、翌年、日本債券銀行の破綻という金融・証券の人気

のない時の就職だったようです。しかし、ご自身の家庭環

境をさかのぼると両親は株をやっていたり、親戚が集まる

と株談義がはじまるようなそんな環境の中で育ってきたこ

とを考えると証券会社に入ったのは必然的な成り行きだっ

たと思っているということです。本題では、現在の普通預

金と２５年前の定期貯金の金利を比べると大きな差が発生

すること（例えば、現在、５００万円を１年間普通預金に預

けたら金利は４０円、２５年前に５００万円を１年間定期貯

金に預けたら金利は２８万円）、日本全体での経済効果

（日本全体の個人金融資産１７４２兆円の内、１割の１７４

兆円を投資に回すと、運用益９．７兆円、これは日本GDP

の約１．８％にあたる）などを説明され、どうしたら上手な投

資が出来るかというアドバイスを話されました。 

 

ニコニコ箱 

（本日計 44,000円・累計 2,069,000円・達成率68％） 

石田三成いいひとプロジェクト近江鉄道「三成号」ＰＲよろ 

  しくお願いします…宮川君 

「石田三成いいひとプロジェクト」の「三成号」に皆さん乗 

  車して下さいね…本庄君 

母の葬儀ではお世話になり御礼申し上げます…青木君 

本日卓話をさせていただきます…近本君 

ニコニコ益々のご協力お願いします…近藤君 

誕生日を祝っていただいて…田部（正）君、谷君 

妻の誕生日を祝っていただいて…安居（継）君 

結婚記念日を祝っていただいて（４８回目です）…秋野君 

結婚記念日を祝っていただきありがとうございます。早い 

  もので４２年も連れ添っています…渡邊君 

７年経ってもまだまだ未熟です。どうか宜しくお願いします 

  …嶋津君 

２月１７日(金) 長浜東ＲＣ 「創立記念例会」      

２月２０日(月) 長   浜ＲＣ 「休会」 

２月２０日(月) 五 ・ 能ＲＣ 「休会」  

２月２１日(火) 長浜北ＲＣ 「ロータリーの繋がり」 

２月２１日(火) 彦根南ＲＣ 「新会員スピーチ」 


