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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 （2017.6.29） 

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』 

     「関ヶ原」司馬 遼太郎 (著)  1974/6 

  東西両軍の兵力じつに十数万、日本国内における古今最大の戦闘となったこの天下 

  分け目の決戦の起因から終結までを克明に描きながら、己れとその一族の生き方を 

  求めて苦闘した著名な戦国諸雄の人間像を浮彫りにする壮大な歴史絵巻。秀吉の 

  死によって傾きはじめた豊臣政権を簒奪するために家康はいかなる謀略をめぐらし、 

  豊家安泰を守ろうとする石田三成はいかに戦ったのか。         （出展：amazon） 

 

第３１６４回例会 
２０１７．６．２２ 

 
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 
 「期末挨拶」 
 ＳＡＡ         中川勝晴 
 会員増強委員長    秋野正誠  
 公共イメージ委員長  吉原 保 
 クラブ管理運営委員長  
         近藤市右ヱ門 
 奉仕プロジェクト委員長 森 育男 
 財団・奨学金委員長  清水克己 
閉会点鐘 

お祝い 

会員誕生日   森 育男君（６月２４日） 

         

皆出席      大舘君…８年 

           赤嶺君…２年 

 

 

幹事報告 

１．守山ＲＣは、ホテルラフォーレ琵琶湖がリノベーション工事 

  のため、７月、８月の例会場を勝部自治会「火まつり交流 

  館」（守山市勝部二丁目１２－１８）に変更されます。 

２．京都西山ＲＣは、７月１日より、名称を京都イブニングＲＣ 

  に変更されます。 

３．舞鶴ＲＣは、７月から、例会場を舞鶴グランドホテルから舞 

  鶴市西市民プラザに変更されます。 

 

                   

社会を明るくする運動講演講師変更のお知らせ 

 諸般の事情により、講師が下記の通り変更になりましたので

お知らせいたします。 

  講師 ： うーみ氏（シンガーソングライター） 

  講演 ： 「みんなちがってみんないい 

              ～極度の絶対音感に悩まされて～」 

  ＜講師プロフィール＞ 

  幼少期から歌手を夢見ていたが、１９歳の誕生日前日に 

  事故で頸椎を損傷し、全身に障害のある身になる。 

  音楽によって心身が回復した経験を通して、現在は被災 

  地支援活動をはじめ、全国の学校や老人ホーム等の施 

  設への慰問などを行っている。 

 

 

 

 

 

  最終例会 １８：００～ 於．彦根ビューホテル 

     送迎バス １７：２０ 彦根駅西口小間蔵前 

              １７：３０ 彦根商工会議所前 

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（％) 

６月１５日 ６２（１５） ４１（３） ３ ８８．００ 

５月２５日 ６２（１４） ４０（６） ５ ８３．３３ 

出席報告 

他クラブプログラム予定 

第５回ゴルフ同好会コンペ報告       （永井裕樹） 

 ６月１８日（日）彦根カントリー倶楽部にて今年度最終の

第５回同好会コンペを開催しました。 年間チャンピオンの

決定がかかる今大会は天候にも恵まれ、５組２０名の方が

参加されました。  

 爽やかな気候の中、年間優勝に一番近い田井中君に

追いつけ、追い越せと言わんばかりに、今回は順位ポイン

トを３倍にするという掟破りのルール改定までして、より多く

の方に年間チャンピオンになる可能性があるルールが適

用された分、プレイはもちろん、待ち時間も火花が散る緊

張感のあるコンペになりました。  

 最終コンペの結果は、ドライバーショットに開眼した今村

君が優勝！準優勝はベスグロの石原君、第３位は今年度

田井中会長の元、世話役としていろいろ大変だった赤嶺

君でした。 

 その結果、年間チャンピオンは、他の猛追を振り払い、

見事田井中君がグランドチャンピオンに決定！称賛と

ブーイングの混じる表彰式において勝利の美酒に酔いし

れていました。年間第２位は本日優勝し１５０Ｐを獲得した

今村君、年間第３位も本日の準優勝で１２０Ｐを獲得した

石原君となり、今年度のゴルフ同好会のプログラムが無事

終了しました。  

 懇親会は、双葉荘さんにて、ビンゴ大会あり、パター大

会ありと田井中会長と赤嶺幹事が趣向を凝らされ、千成

亭さんのお肉をかけたパター大会では全員立ち上がって

の応援となる程、大いに盛り上がりました。 

               OUT IN  GROSS HDCP NET 

優  勝 今村 康博 君  ４９ ４８  ９７  ２２．８ ７４．２      

準優勝 石原 成郎 君  ３９ ３８  ７７   ２．４ ７４．６   

第３位  赤嶺 英光 君  ４６ ４８  ９４  １９．２ ７４．８  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前回例会報告 
 会長の時間で宮川会長から「先日６月１１日の芹川堤け

やき道清掃のご参加ありがとうございました。」という感謝

の言葉のあと「今月は親睦月間です。一般的にフェロー

シップの日本語訳は、仲間意識、連帯感、共同、協力、親

交、親睦、団体などの意味があります。アメリカの大統領

が、よく“my fellow Americans”という言葉を用いますが、こ

の時のフェローの意味は、同胞です。今後ともこの彦根

ロータリーで、理念を共有し仲間として盛り上げていきた

いと思います。」と話されました。 

 「私の夢」スピーチは瀧沢隆司君。「私の考

えですが、夢は、希望、望み、願いといわれ

ますが、希望、望み、願いはその裏には、欲

があると思います。夢の裏側は、無（欲）だと

思います。７０歳以下の方は、希望、望み、願

いを持ってもらい、７０歳以上の方は、夢を持ってもらいた

いものです。そして、私の夢は、朝起きてお天道様に手を

合わせ、今日一日健やかに過ごせることを祈り、日が沈む

夕方にお天道様に今日一日ありがとうございましたと感謝

できる一日一日を百歳まで続けることです。現在は、その

努力をしている途中です」と話されました。 

 本日の卓話は、「私の愛読書」と題して、森 

育男君。「ロータリーに入会したときの趣味

は、ゴルフと読書と紹介させてもらったと思い

ます。最近、ゴルフは年齢的につらいです

が、読書は続けています。その読書は何かに

決めてというよりは、いろんな本を読むのが好きです。私

が脱サラして今の商売を始めたのは、４１、２年ほど前です

が、その頃は、いろんな経営の本を読みました。商売の基

本の部分は別として、あまり役に立たなかったように感じま

す。１０年ほど前に、法政大学の坂本光司先生の本を目

にして、そこに書かれている“企業は、社員とその家族、取

引企業とその家族、顧客、株主を幸せにする責任がある

～”という内容を読んで、それで経営がうまくいくのかと疑

問に思ったり不思議に感じたりしました。しかし、その坂本

先生の本「日本でいちばん大切にしたい会社」を読み、坂

本先生が言われているようなことを本当に行っている会社

があることを知りました。」と具体的な会社名やその会社の

取り組みを紹介していただきました。また、もう一冊の愛読

書ということで、“週刊ロビ（デアゴスティーニ・ジャパン）”。

その週刊誌で製作されたロビ君を連れてきていただきまし

た。皆さんの前で緊張していたからなのか、ロビ君との会

話はうまく出来ませんでしたが、和やかな雰囲気で卓話を

終えられました。 

 

ニコニコ箱 

（本日計 35,000円・累計 2,897,000円・達成率96％） 

芹川堤清掃参加の皆様ご苦労様です…宮川君 

けやき道の清掃ご苦労様でした…本庄君 

夢を語らせていただき…瀧沢君 

卓話の時間をいただいて…森君 

ニコニコ目標額に近づいておりますので皆さんご協力よろ 

  しくお願いします…岡君 

皆様ニコニコご協力よろしくお願いします…近藤君 

妻の誕生日を祝っていただいて…中川君、赤嶺君 

妻の誕生日祝 感謝…清水君 

 

６月２３日(金) 長浜東ＲＣ 「夜間移動例会」      

６月２６日(月) 長   浜ＲＣ 「夜間例会」 

６月２６日(月) 五 ・ 能ＲＣ 「三役離任挨拶」  

６月２７日(火) 長浜北ＲＣ 「クラブ協議会」 

６月２７日(火) 彦根南ＲＣ 「最終例会」 


