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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（2017.3.16）  

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』 
    「彦根の悪業薬: 若殿八方破れ」鈴木 英治(著)  2014/6 

  大坂に到着した俊介らが真っ先に向かったのは、名医が営む診療所。原因の分からぬ 

  頭痛で難儀する仁八郎が、ひとり一行を離れ、世話になっているはず。しかし、置き手紙を 

  残したまま、彦根へ発ってしまったと医者は言う。仁八郎の身に一体なにが起こったか？ 

  急ぎ後を追う一行を巻き込む、恐るべき陰謀とは？さらに宿敵似鳥幹之丞の魔剣までもが 

  俊介を襲うのか？若殿、危機一髪！傑作廻国活劇第八巻。        （出展：amazon） 

 

第３１５２回例会 
２０１７．３．９ 

 

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 

 「彦根ロータリークラブ 

     定款・細則改正について」 

閉会点鐘 

お祝い 

ご夫人誕生日  那須君ご夫人美英さん（３月１３日） 

           和田君ご夫人ゆかりさん（３月１３日） 

            

結婚記念日    那須君ご夫妻（３月１１日） 

            

理事会報告 

１．ＮＰＯ法人国際ロータリー日本青少年交換委員会が他地 

  区合同奉仕活動であることを承認する件 

    承認 

２．ＲＹＬＡへの研修参加の件 

    ５月１９日（金）～２１日（日）福井で開催  

    受講生１名、ロータリアン１名参加 承認 

３．「石田三成公いいひとプロジェクト第５弾」の件 

    第１弾～第４弾までの活動を小冊子にする 

４．花見例会の件 

    ４月６日（木）１２：３０～於．大洞弁財天 長寿院 

５．米山奨学生記念品の件 

    承認   ３月１７日送別会開催     

６．彦根市少年少女吹奏楽団定期演奏会協賛の件 

    雑費より１万円拠出 

 

幹事報告 

１．地区職業奉仕講演会が下記の通り開催されます。是非と 

  も多数の会員の皆様にご聴講いただき、存在意義が徐々 

  に希薄化しつつあるかにみえるロータリーの職業奉仕理 

  念の理解を深め再考する機会として頂きたいと思います。 

   ４月１６日（日）１３：００～１６：００ ロームシアター京都 

   申込締切 ３月２０日     

２．「ロータリー財団１００周年記念シンポジウムと集い」が下 

  記の通り開催されます。参加希望される方は３月末日まで 

  に事務局までお願いいたします。 

   ５月１７日（水）１４：００～１８：３０ 京都ホテルオークラ 

   登録料 １０，０００円 

 

  「彦根ローターアクトクラブについて」 

 ゲスト ： 彦根ローターアクトクラブ 池田庸平君 

 担 当 ： ローターアクト委員会  

幕の内 



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（％) 

３月 ２日 ６２（１４） ４４（６） ２ ８５．１９ 

２月１６日 ６２（１４） ４３（３） ３ ９０．２０ 

出席報告 

他クラブプログラム予定 

彦根・彦根南ＲＣ合同ゴルフコンペ報告 

                 ゴルフ同好会幹事 赤嶺英光 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ３月５日（日）名神八日市CCにて彦根・彦根南ＲＣ合同

ゴルフコンペを開催しました。彦根ＲＣから１２名、彦根南

ＲＣから７名総勢１９名でのコンペとなりました。当日は一

足早い春を感じさせる陽気で文句なしのゴルフ日和になり

ました。昨年は優勝、準優勝ともに彦根南ＲＣにもってい

かれましたが、今回は優勝から４位まで彦根ＲＣが独占と

昨年の雪辱を見事果たすことができました。 

 優勝は前回同好会ゴルフに続いて田井中君が連続優

勝、準優勝は田部君、３位はベスグロの石原君、４位は前

半４連続パーで優勝もチラついた垣平君となりました。 

 個人戦での大健闘の結果、対抗戦でも彦根ＲＣが見事

勝利を収めました。 

 次回同好会は４月１６（日）彦根CCで予定しております

皆様奮ってご参加下さい。成績は次の通りです。 

              比叡 鈴鹿 GROSS HDCP NET 

優  勝 田井中 徹 君 ４３  ４４  ８７   １６．８ ７０．２  

準優勝 田部 泰男 君 ４９  ４７  ９６   ２１．６ ７４．４ 

３   位 石原 成郎 君 ４２  ４０  ８２    ７．２ ７４．８ 

☆対抗戦結果（各クラブ上位５名） 

 彦根RC（田井中、田部、石原、垣平、井の下） 

      GR ４６６ HD-９３．６ NET-３７２．４ 

 彦根南RC（池田、丸山、山脇、森野、橋川） 

      GR-４８９ HD-９１．２ NET-３９７．８ 

 

前回例会報告 

 会長の時間では、宮川会長から「３月に入りまだまだ肌

寒い日が続いています。お体を大切にしてください。３月

は、「水と衛生月間」となっています。日本では考えられな

いことですが、世界では水を利用できない人が７．４８億

人、汚染水による疾患で命を落とす子どもが毎日３千人以

上いるといわれています。この問題を解決するためには長

期的な支援が必要であると思っています。また、先月２８

日まで「三成公いいひとプロジェクト」の一環で近江鉄道

のラッピング電車が走っていましたが、２７日間でのべ２．５

万人の方が利用されたとのことです。引き続き、社会奉仕

委員会のメンバーの方には冊子の作成をよろしくお願い

します。」と話されました。 

 「私の夢」スピーチは田部正俊君。「私にとっ

て今がトップシーズンです。先日も新潟の妙高

高原にスキーに行ってきました。３メートルの積

雪、４０ｃｍの新雪の中、滑ってきました。 

きました。スキーは、大学生から５０年間続けてきて、バラ

ンス感覚や体幹を鍛えるのにいいスポーツだと思っていま

す。最近は道具も良くなり、カービングスキーというスプー

ンのような形をした板を履いています。過去には北海道４

回、蔵王２回のほか、信州の有名なスキー場は８割方行き

ました。今後は孫８人と山頂から滑ってみたいと思ってい

ます。また、ロータリーのメンバーの方とご一緒させていた

だきたいです。」と話されました。 

 卓話では、藤田益平君が「ふじ幼稚園をた

ずねて」というテーマでビデオを映しながら、

「昨年１０月、仙台ＲＣを訪ねた翌日に、震災

支援で遊具を寄贈したふじ幼稚園を訪問しま

した。台風が夕方に近畿地方に接近するとい

う予報であったので、予定を急遽前倒しにしました。ふじ

幼稚園には仙台駅から電車で亘理駅まで行き、そのあと

タクシーで行きました。タクシーの運転手さんから震災の

時のお話もお伺いしました。ふじ幼稚園の理事長は亘理

ＲＣの会員であるとのことでした。幼稚園では、年長さんが

ひまわりおやくそくと園歌を披露してくれました。ひまわり

おやくそくは東日本大震災で亡くなられた園児のご両親

が作られた歌だそうです。幼稚園では大小のバス２台が

流され、園児８名と先生１名が亡くなられました。現在のバ

スは４つのＲＣが寄贈されたそうです。園長先生の机には

亡くなられた園児の写真が今も飾られています。その後、

年少組の遠足の出発を見送り、代行バスでプレハブ役場

の横を通り、帰途につきました。」と話されました。 

 

ニコニコ箱 

（本日計 46,000円・累計 2,192,000円・達成率73％） 

３月になりました。春とはいえまだまだ寒い日が続きます。 

  お体に充分気をつけて下さい…宮川君 

確定申告が中盤に差し掛かっています。皆様早い目の申 

  告をお願いします…本庄君 

卓話の機会をいただいて…藤田君 

私の夢のスピーチの時間をいただいて…田部（正）君 

今月もよろしくお願いします…近藤君 

多くの出合いの人に背を押されつつ６８回目の誕生日を 

  迎えて…杉本（克）君 

妻の誕生日を祝っていただいて。森さんが家に花を届け 

  てくれました。感謝…岡君 

妻の誕生日を祝っていただいて…田部（泰）君 

無事、金婚式を迎えることができました…中川君 

結婚記念日を祝っていただいて…西村君、安居（継）君 

ＳＡＡのお許しをいただいて…安居（秀）君 

３月１０日(金) 長浜東ＲＣ 「子ども食堂」      

３月１３日(月) 長   浜ＲＣ 「長浜ＲＣ・長浜ＲＡＣ 
           合同例会」 

３月１３日(月) 五 ・ 能ＲＣ 「夜間例会」  

３月１４日(火) 長浜北ＲＣ 「長浜警察署管内の現況に 
             ついて」 

３月１４日(火) 彦根南ＲＣ 「日中の言語及び 
 文化的相違について考える」 


