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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 （2017.5.18）  

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』 
     「左近」火坂 雅志 (著)  2015/9 
  人は竜にはなれない。だが、努力次第で、かぎりなく竜に近い漢(おとこ)になることは 
  できる――“石田三成に過ぎたるもの"と称えられた戦国武将・島左近清興の知られざる 
  生涯を描いた長編小説。大和国を治める筒井家にあって、その剛直ぶりと胆力を認められ 
  左近は若くして侍大将に取り立てられる。しかし、永禄2年(1559)、梟雄・松永弾正久秀が、 
  柳生宗厳(のちの石舟斎)らを寝返らせて大和に攻め入ってきた。次々に城を落とされて 
  筒井勢は窮地に陥り、あるじ順慶のいる筒井城も孤立してしまう。そんななかにあって、 
  左近は松永勢を追い出すべく、ひとり気を吐くのだが……。 

 

第３１５９回例会 
２０１７．５．１１ 

 

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 

 「お酒に関する基礎知識」 

   担当：中居隆幸 君 

閉会点鐘 

お祝い 

会員誕生日   井の下精作君（５月１２日） 

 

ご夫人誕生日  田井中（徹）君ご夫人純子さん（４月２７日） 

             

結婚記念日    松本君ご夫妻（５月１４日） 

           土田君ご夫妻（５月１５日） 

 

皆出席       宇佐美君…５年 

            

 

ロータリーの友５月号 必見どころ 

横書き Ｐ１４  過去から今、そして未来へ  

                      インターアクター② 

 

縦書き Ｐ２２  ロータリー・アット・ワーク 

            「国際親善の夕べ」で世界３４か国の 

                          研修員と交流 

 

 

新米山奨学生紹介 

涂 静怡
ト  セ イ イ

 さん  

奨学期間    ２０１７年４月～２０１８年３月 

大  学     滋賀大学大学院 

             学校教育専攻 

               環境教育専修 Ｍ２ 

母  国     中国（福建省三明市） 

          趣  味     映画、ドラマを見ること 

                    動物と遊んだりすること 

          好きな食べ物  甘エビ ・ 中華ちまき 

          苦手な食べ物  しょうが ・ ごぼう 

 ☆セイイさんのカウンセラーは、嶋津慶子君です。 

 

 

「 タクシーいろいろ 」 

担当 ： 角田 仁 君 

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（％) 

４月２７日 ６２（１３） ４５（６） ４ ８９．０９ 

４月１３日 ６２（１３） ４３（４） ７ ９４．３４ 

出席報告 

他クラブプログラム予定 

２０１７～２０１８年度地区研修・協議会報告 

                    次年度幹事 田井中 徹 

 ４月３０日（日）国立京

都国際会館にて次年度

の地区研修・協議会が

開催されました。彦根Ｒ

Ｃからは、岡田（建）次年

度ガバナー補佐、小椋

会長エレクト以下委員

長８名が出席しました。

さあ、７月１日に向けてのキックオフです。 

 本日の研修は次年度のロータリー活動を始める大切な

第１歩の会議です。彦根ＲＣは今日の研修を終え、５月１１

日の次年度クラブ協議会で委員会報告をして、委員会を

開催していただいて活動計画を練って頂くこととなります。

委員会、理事、幹事、会長がそれぞれ連携を取って強い

組織のロータリーを作っていきたいと思います。 

 全体会議のなか、田中誠二ガバナーエレクトがＲＩテー

マ、地区のスローガン、地区の目標について詳しく説明し

ていただきました。各クラブも戦略計画を早期に策定し

て、是非ＲＩ会長賞を狙って下さいと話されていました。当

クラブでは、いち早くＲＩ会長賞獲得に向けて取り組んでい

るところです。彦根ＲＣが一丸となって目標達成できるよう

に頑張っていきたいと思います。 

 分科会に関しては、各委員長が約１時間の研修を受講

していただきました。来年度の活動の基礎にして頂けたら

と思います。 

 

前回例会報告 

 会長の時間で、宮川会長から「日曜日の市長選が無事

終わり、彦根ＲＣの元メンバー大久保さんが再選されまし

た。本日は、辻ガバナー補佐がゲスト参加されています。

これまでの３年間お世話になり感謝します。」と話されまし

た。その後、新しい米山奨学生 涂 静怡さんが紹介されま

した。涂さんは、現在、滋賀大学教育学部大学院で大津

に住んでおられます。日本には２０１０年から来日されてい

るのでの日本語はとても上手です。皆さん、一年間よろし

くお願いします。 

 「私の夢」スピーチは、石原成郎君。「勤め

ている会社では、従業員の皆さんに、夢と目

標を書いてくださいとお願いしています。もち

ろん、自分自身も書いていて、その内容は、

９５歳まで元気にゴルフをすることと、毎日を

楽しくドキドキわくわくしながら生きることにしています。彦

根カントリーでは、いろんな大会が開かれています。過去

３０年以上参加しているので、そのなかで優秀な成績を残

したいと思っています。それから、９５歳まで元気で彦根

ロータリーに所属していきたいです」とお話されました。 

 本日の卓話は、「映画ロケーションに見る彦根」と題し

て、和田一繁君。 

彦根では以前から映画の撮影をされていま

す。古いものでは青い山脈が有名です。それ

以外でも、彦根城や玄宮園でいろいろな映

画を撮影されています。映画の撮影において

は、例えば、彦根城では本物の石垣やお城

を使えること、米原駅から近いという点などで喜ばれてると

思います。今までは、単純に受け入れるという立場でした

が、最近は、民間行政が協力して、映画撮影がしやすい

街としておもてなしをしていくという風に変わってきていま

す。撮影場所やロケ時に提供される食べ物は、彦根ロー

タリーのメンバーの方も協力していただいています。今年

これから公開される映画の内、「トリガール」「君の膵臓を

食べたい」「関が原」も彦根でされた部分がありますので、

ご注力してくださいとお話しされました。 

お客さま 

辻 喜八郎君（ガバナー補佐・長浜ＲＣ） 

涂 静怡
ト  セ イ イ

さん（米山奨学生） 

ニコニコ箱 

（本日計 92,000円・累計 2,676,000円・達成率89％） 

ガバナー補佐３年間を終わって…辻君（長浜ＲＣ） 

辻ガバナー補佐をお迎えして。お世話になりました 

  …宮川君 

母の葬儀には沢山のお参り有難うございました…渡邊君 

米山奨学生のト・セイイさん一年間がんばってください 

  …宮川君 

ト・セイイさんをお迎えして。一年間よろしくお願いします 

  …小椋君 

米山奨学生をお迎えして…本庄君 

米山奨学生ト・セイイ君を迎えて…大森君 

今日から米山奨学生ト・セイイさんが来ます。一年間どうぞ 

  よろしくお願いします…嶋津君 

本日卓話よろしくお願いいたします…和田君 

夢を語る時間をいただきありがとうございます…石原君 

良いお天気ですネ。お世話になりました。ありがとうござい 

  ます…細江君 

ホームクラブ例会欠席が続きまして…西村君 

無事誕生日を迎えました…岡田（眞）君 

誕生日を祝っていただいて…垣平君、小島君、土田君、 

  角田君 

妻の誕生日を祝っていただいて…秋野君、本登君、上田 

  君、今村君 

結婚記念日を祝っていただいて…小田柿君、御代君、細 

  江君、近藤君、垣平君 

皆出席を祝っていただいて…嶽釜君 

ＳＡＡのお許しをいただいて…岡田（建）君 

５月１２日(金) 長浜東ＲＣ 「思いが伝わる、優しさが 
      伝わる“言葉の力”」      

５月１５日(月) 長   浜ＲＣ 「会社と自分自身について」 

５月１５日(月) 五 ・ 能ＲＣ 「創立記念例会」  

５月１６日(火) 長浜北ＲＣ 「長浜市のユネスコ遺産と 
 日本遺産～長浜市の歴史 
    文化行政をめぐって～ 」 

５月１６日(火) 彦根南ＲＣ 「三方よし」 


