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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（2017.3.9）  

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』 
    「群雲、賤ヶ岳へ」 岳 宏一郎  (著)  2013/10 

  織田信長の天下布武の構想を実現し、自らの人生をも切り拓かんとする黒田官兵衛は 

  羽柴秀吉と共に天下獲りに乗り出し、その知謀の限りを傾ける。毛利攻めから、中国 

  大返し、山崎の合戦を経て、賎ヶ岳へ。荒木村重、柴田勝家など、戦国乱世を壮絶に 

  生きた群雄たちの姿を活写し、まったく新しい視点で、これまでにない「官兵衛像」を 

  確立した決定版がここに!                            （出展：amazon） 

 

第３１５１回例会 
２０１７．３．２ 

 

開会点鐘 

君が代斉唱 

ロータリーソング斉唱「奉仕の理想」 

４つのテスト唱和 

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 

 「ふじ幼稚園をたずねて」 

   担当：藤田益平君 

閉会点鐘 

お祝い 

会員誕生日    山崎時雄君（３月５日） 

           杉本克実君（３月７日） 

            

ご夫人誕生日  岡君ご夫人喜美さん（２月２５日） 

           田部（泰）君ご夫人清子さん（３月６日） 

            

結婚記念日    安居（継）君ご夫妻（３月３日） 

           西村君ご夫妻（３月７日） 

           中川君ご夫妻（３月８日） 

 

皆出席      石原君…１６年 

 

３月のスケジュール 

３／１   第１班情報集会（１８：００～ホテルサンルート彦根） 

   ２  定例理事会（１３：４０～彦根ビューホテル） 

      第４班・第５班・第７班情報集会（１８：００～伊勢幾）   

   ５  彦根南ＲＣとの合同ゴルフコンペ（名神八日市ＣＣ） 

   ９  第２班情報集会（１８：００～伊勢幾） 

      第３班情報集会（１８：００～双葉荘） 

  １１  ２０１６学年度米山奨学生終了式・歓送会 

                    （１０：３０～メルパルク京都） 

  １３  名門ＲＣを訪ねる会（静岡ＲＣ） 

      浦部謡曲教室（１９：００～千代神社） 

  １６  謡曲同好会お稽古（１３：４０～彦根ビューホテル） 

  １９  会長エレクト研修セミナー 

              （１０：３０～ウェスティン都ホテル京都） 

  ２７  浦部謡曲教室（１９：００～千代神社） 

 

ロータリーの友３月号 必見どころ 

横書き Ｐ２６ ロータリー財団100周年を祝う 

           ラオスポリオミッション  

縦書き Ｐ２２ ロータリー・アット・ワーク 高校生が市政を問う 

           「高校生市議会」を開催 

 

   

「彦根ロータリークラブ定款・細則改正について」 

   

ワンプレートランチ 



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２３日 ６２（１４） ４５（６） ２ ８７．０４ 

２月 ９日 ６２（１４） ４６（７） ５ ９２．７３ 

出席報告 

他クラブプログラム予定 

「ぜひ期末には純増プラスで新しい会員を迎えよう」 

                  会員増強委員長 大塚義和 

・２月２６日（日）京都商工会議所にて「９７クラブ合同会員

増強会議」が開催されました。刀根ガバナーから「新会員

を増やすことは会員全員の責務である。」ことを基本に、

新たな試みを計画し、意義ある行動を進めようと挨拶され

ました。 

・この会議では、会員数別にグループに分けられ、彦根は

大津、彦根南、長浜と同じＡグループでのグループディス

カッションがメインでした。 

 全体テーマでは「夢を語り、現在こそ刷新」とし、グルー

プＡとＢでは「マンモスクラブのロータリーブランドと魅力を

更に伸ばそう」のテーマでディスカッションしました。 

 （グループＡは６０名前半～２００名台 ２０クラブ、そして 

  グループＢは４０名後半～６０名台 １６クラブ） 

・また、グループＣとＤでは「めざそう５０名」のテーマ 

 （グループＣ ４０名台 １４クラブ、グループＤ ３０名台  

  １７クラブ）、 

さらにグループＥとＦでは「新しい風を吹き込もう」のテーマ 

 （グループＥ ２０名台 １４クラブ、グループＦ １０名台 

  ～２０名 １３クラブ）。 

・Ａグループに参加した彦根は数クラブの事前指名を受け

て、最初に「チャレンジ７０」の事例発表をいたしました。 

・Ａグループ内での取り組みを少し紹介してみますと、共

通して「会員全員が必ず紹介する。若い方の入会促進、

現会員のお子様の入会、新会員勧誘イベント、新会員教

育・研修、候補者を例会にゲストとして参加していただく

（体験の場作り）、過去に入会に至らなかった方への再ア

プローチ、そして現在のクラブの点検（規定審議会可決事

項）を検討することによって魅力あるクラブへの改革を進

める、等が報告されました。 
 各クラブの計画は資料で概要が説明され、一部のクラブ

では例会の回数、開会時間、食事など大幅に改革された

内容も報告されました。 

 

前回例会報告 

 会長の時間では、本日、彦根ＲＣ定款・細則の改正（案）

をお渡しさせて頂きました。赤字（改正箇所）を熟読頂き、

３月９日の例会においてご意見を、とお願いされました。ラ

イラへの派遣として、㈱千成亭の川嵜海知君が決定したこ

とを報告。本日、２月２３日はロータリー創立記念日であ

り、ポール・ハリスが３人の仲間とシカゴで会合を開いた日

であると説明されました。 

 「私の夢」スピーチは垣平裕司君。２０代の

前半は小説家志望で、大学進学時には文

学部に進みたかったが、先生に説得され経

済学部に進学。就職時には出版系の会社に

行きたかったが、当時付き合っていた彼女の

父親に説得され、現在の関西電力に勤務ということで「人

に流されてはいけない！」と強く思った。まだ小説家にな

る夢を諦めていません。松本清張は４２歳で小説家デ

 ビューですし、と話されました。 

 本日の卓話は、彦根市役所 

都市建設部 建築指導課 大橋

圭氏、松居宣彦氏をお迎えし、

「応急危険度判定と耐震診断に

ついて」と題して話をされました。

応急危険度判定は、建築物の倒

壊等、危険性をできる限り速やかに判定し、人命にかかわ

る二次的災害を防止する目的で行われている。応急危険

度判定士と呼ばれる有資格者が建物について「危険」「要

注意」「調査済」の判定を行い、安全性を確認しているが

滋賀県では１,４１８人とまだまだ応急危険度判定士が不

足しており、建築士会等の協力を仰いでいると現状を説

明されました。 

 

お客さま 

大橋 圭氏・松居宣彦氏 

 （ゲスト：彦根市都市建設部建築指導課） 

今村英二君（彦根南ＲＣ） 

 

ニコニコ箱 

（本日計 53,000円・累計 2,146,000円・達成率71％） 

本日はお世話になります…今村君（彦根南） 

彦根市都市建設部建築指導課 大橋圭様、松居宣彦様 

  をお迎えして…宮川君 

彦根市役所の方々をお迎えして…本庄君 

彦根市役所都市建設部建築指導課 大橋圭様、松居宣 

  彦様を迎えて卓話をしていただきます。本日担当の本 

  登です。よろしくお願いします…本登君 

夢を語る機会をいただきありがとうございます…垣平君 

久しぶりに例会に参加して…宇都宮君 

決算期、確定申告など繁忙期で例会欠席が続き申し訳あ 

  りません…堤君 

ニコニコ と いつも ニコニコ 感謝して 又 ニコニコ と  

  ニコニコ と…近藤君 

５０回目の誕生日を祝っていただいて…今村君 

結婚記念日を祝っていただいて…中居君 

１５年間皆様とともに歩ませていただき感謝申し上げます 

  …安居（秀）君 

ニコニコ遅れまして大変申し訳ありません。１．妻の誕生日 

  を祝っていただいて ２．結婚記念日を祝っていただ 

  いて ３．私の誕生日を祝っていただいて まとめてさ 

  せていただきます。ありがとうございます…堤君 

ＳＡＡのお許しをいただいて…嶋津君、片岡君 

 

－ ロータリアンの幸福 － 

尊敬できる人との出会いを探そう。 

３月 ３日(金) 長浜東ＲＣ 「第３回クラブフォーラム」      

３月 ６日(月) 長   浜ＲＣ 「健康経営」 

３月 ６日(月) 五 ・ 能ＲＣ 「会員卓話」  

３月 ７日(火) 長浜北ＲＣ 「創立記念例会」 

３月 ７日(火) 彦根南ＲＣ 「ローターアクトを提唱する 

         メリットについて」 


