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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』 
     「三成の不思議なる条々」岩井 三四二 (著)  2015/1 

  本屋が選ぶ時代小説大賞2014作家最新作。 

  関ヶ原の合戦から30年。処刑された石田三成を知る人々を訪ね歩く町人がいた。 

  次々に暴かれる関ヶ原そして敗軍の将の素顔とは? 町人が受けた密命とは?  

  さまざまな人々が語る「三成挙兵の真実」にあなたも振りまわされる。  （出展：amazon） 

 

第３１５８回例会 
２０１７．４．２７ 

 

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 

 「映画ロケーションに見る彦根」 

   担当：和田一繁 君 

閉会点鐘 

お祝い 

会員誕生日    小島充子君（４月２９日） 
           垣平裕司君（４月２９日） 
           角田 仁君（４月３０日） 
           瀧沢隆司君（５月４日） 
           岡田眞智子君（５月４日） 
           土田博士君（５月６日） 
           吉原 保君（５月７日） 
ご夫人誕生日  秋野君ご夫人和子さん（４月２７日） 
           田井中（徹）君ご夫人純子さん（４月２７日）  
           今村君ご夫人幸代さん（４月２９日） 
           本登君ご夫人直子さん（５月１０日） 
           上田君ご夫人由美子さん（５月１０日）         
結婚記念日    小田柿君ご夫妻（４月２７日） 
            御代君ご夫妻（４月３０日） 
           細江君ご夫妻（５月３日） 
           近藤君ご夫妻（５月６日） 
           垣平君ご夫妻（５月７日） 
皆出席       宇佐美君…５年   嶽釜君…２年     

５月スケジュール 

５／ １１  県下ＲＣ合同親睦ゴルフ大会（比良ＧＣ） 
       定例理事会（１３：５０～事務局） 
       次年度クラブ協議会（１８：００～伊勢幾） 
   １３  県下ＲＣ新旧合同会長幹事会・事務局員研修会 
                （１５：００～クサツエストピアホテル） 
   １４  グルメ同好会（わらびの里）    
   １５  浦部謡曲教室（１９：００～千代神社） 
   １７  ロータリー財団１００周年記念シンポジウムと集い 
                  （１４：００～京都ホテルオークラ） 
   １９～２１ ＲＹＬＡ（福井アカデミアホテル） 
   １９  全国ＲＣ野球大会前夜祭（１８：００～ノボテル甲子園） 

   ２０  全国ＲＣ野球大会（１３：００～阪神甲子園球場） 
   ２１  ゴルフ同好会遠征（ザ・カントリークラブ） 
   ２２  浦部謡曲教室（１９：００～千代神社） 
   ２７  クラブロータリー情報委員長会議 
                  （１３：００～京都ホテルオークラ） 

 

（2017.5.4）  休会 

（2017.5.11） 「お酒に関する基礎知識」 

            担当 ： 中居隆幸 君 

マッシュルームクリームスープ グリーンサラダ パン 

豚ロースのコルドンブルー風 デザート コーヒー 



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（％) 

４月２０日 ６２（１４） ３７（５） ６ ８１．１３ 

４月 ６日 ６２（１４） ３８（４） １１ ９４．２３ 

出席報告 

他クラブプログラム予定 

２０１７学年度米山奨学生とカウンセラーのための 

オリエンテーション・歓迎会報告 

                     カウンセラー 嶋津慶子 

 ４月２３日（日）メルパルク京都で開催された「２０１７学年

度米山奨学生とカウンセラーのためのオリエンテーション・

歓迎会」に米山カウンセラーとして参加しました。 

 第１部ではカウンセラー対象のオリエンテーションがあ

り、米山基金は１９５２年に事業構想され、「平和日本を世

界へ」「日本の友人を増やし、平和を実践する人材を育て

る」そのことが国際理解と親善の近道であること。民間での

国内最大級の事業であり、今年は全国で795人累計

19,808人の学生があり、その主旨のもと学び励んでいる。

大切なことはロータリー精神を伝えることと、終了後も奨学

生を日本と世界を結ぶ「架け橋」となって国際社会で活躍

する人材を育てる意味でも交流をもってほしいと話されま

した。カウンセラーの役目は大きいと身の引き締まる思い

で聞きました。 

 第２部の奨学生のオリエンテーションでは、米山奨学生

は金銭を支給されるだけのものでなく、例会出席はもちろ

ん日本の文化を知ることに参加すること、日本と祖国のパ

イプ役になれるようにと話されました。その後の歓迎会で

は、食事の時にビンゴゲームをし、留学生は地区４県のお

菓子を手にひとりひとり自分の言葉で思いを話す中に、国

と国とのいさかいのことに心を痛めながら自分は架け橋に

なりたいと話した留学生がいて改めて米山奨学生の意義

を強く感じました。最後に留学生にとっては初めての「手

に手つないで」で全員がひとつになった時､世界もこうあっ

てほしいと願ったのは私ひとりではなかったと思います。 

ローターアクト会長エレクト会並びに指導者講習会 

現・次年度ローターアクト委員長会議報告 

              ローターアクト副委員長 本登忠雄 

 ４月２３日（日）新緑鮮やかな烏丸京都ホテルにて標記

の会議が開催され、出席してきました。 

 田中ガバナーエレクトの次年度国際ロータリーの方針説

明から始まり、地区ローターアクト委員会方針説明、地区

ローターアクト方針説明と続き、休憩をはさんで、分科会

にて、現・次年度ローターアクト委員長会議でディスカッ

ションを実施しました。  

 グループごとに分かれて、彦根は大津・長浜・草津・水

口・京丹後・綾部と同じグループで、議題はローターアクト

活動に何を期待されるか、クラブ運営で何が課題となって

いるか、その解決の糸口は何かでした。明確な答えは出

ていませんが、ロータリーとローターアクトが一体になり、

地元のリーダー企業の中でも役立つ人材にアクターが

育ってほしい、若い人たちの自由な発想で魅力のある

ローターアクトにしたいなど意見がありました。クラブ運営

ではどのクラブも会員の減少が大きな問題になっていて、

この問題は今後も継続して取り組んでいく方針です。 

前回例会報告 

 会長の時間では、本日、宮川会長が欠席のため、谷副

会長より挨拶がありました。未だに朝晩寒く、インフルエン

ザも流行しているようで、歯磨きをこまめにするなど予防に 

努めて下さい。また、ゴルフのマスターズの終了やプロ野

球の開幕など時事について話されました。 

 「私の夢」スピーチは、嶽釜信一君。夢の一つ目は、過

去に琵琶湖を車で１周、歩いて１周したので、今度は自転

車で１周したいと思っています。もう一つは、時間に余裕

が出来れば、全国の「酒場という聖地に酒を求め、肴を求

めさまよい」たいと思っています。吉田類さんや三田村邦

彦さんは、番組で出演料をもらいながらお酒を飲み歩くと

いうなんとも羨ましい仕事をしておられます。私も、全国の

温泉に立ち寄りながら、はしご酒をして、あわよくば原稿料

をもらえるような酒場ライターとかになれればいいなあと

思っていますと夢を語られました。 
  本日の卓話は、「環境金融とエシカル」と題

して、㈱滋賀銀行ＣＳＲ室長 辰巳勝則氏より

お話を頂きました。 

 滋賀県は、県の1/6が琵琶湖、1/2が森林、

４６０本の川がすべて琵琶湖に流れ込み、瀬

田川から流出など環境的に恵まれた地域で、県民・県内

企業の環境意識は高いといえる。これからは考え方を、財

務資本や人的資本、知的資本といった「企業基点」だけで

はなく、自然資本・社会資本（森林や水、空気、動植物、

石油や熱）といった「社会基点」にシフトしていかなければ

ならない。エシカルとは、「論理的」「道徳」「良心」の意味

で、①自然資本を損なわない。②社会の悪を助長しな

い。③地域社会・地域経済を損なわない、といったエシカ

ルの理念に基づき、金融機関も投融資の協力をしていか

なければならない。ということを東京オリンピックに向けて

の「スタジアムの木材による建設」や「リサイクルユニフォー

ム」の事例を交えながら説明されました。 

お客さま 
辰巳勝則氏（ゲスト：㈱滋賀銀行ＣＳＲ室長） 

ニコニコ箱 

（本日計 30,000円・累計 2,584,000円・達成率86％） 

宮川会長の代行を努めさせていただきます。よろしくお願 

  いします…谷君 

谷副会長、本日はご苦労様です…本庄君 

辰巳ＣＳＲ室長の卓話をお聞きいただき、環境活動にご理 

  解いただければ幸いです…土田君 

「私の夢」話させていただありがとうございます…嶽釜君 

ゴルフ同好会第３回大会で優勝することができました。 

  また、すきより会でも優勝することができました。ありが 

  とうございました…田井中（徹）君 

ゴルフ欠席して、大変迷惑をかけてすみません…本登君 

ご無沙汰いたしておりました。久々に例会に出席させてい 

  ただきました…細江君 

妻の誕生日を祝っていただいて…細江君、大森君 

結婚祝 感謝…清水君 

ＳＡＡのお許しをいただいて…片岡君、上田君 

４月２８日(金) 長浜東ＲＣ 「本のエネルギー」      

５月 １日(月) 長   浜ＲＣ 「休会」 

５月 １日(月) 五 ・ 能ＲＣ 「休会」  

５月 ２日(火) 長浜北ＲＣ 「休会」 

５月 ２日(火) 彦根南ＲＣ 「休会」 


