
国際ロータリー・テーマ 

 ロータリー：変化をもたらす     国際ロータリー会長 イアン・ライズリー 

今日の食事 

地区テーマ 

 愛着と誇り               第2650地区ガバナー 田中誠二 

彦根ＲＣ会長テーマ 

 「現在を見つめ、未来を創造する」明るく・楽しく・前向きに 
                 彦根ロータリークラブ会長 小椋政昭 

次回例会案内（2017.7.13） 

お祝い 
会員誕生日   嶋津慶子君（７月１３日） 

ご夫人誕生日 片岡君ご夫人京子さん（７月５日） 

          神野君ご夫人真紀さん（７月６日） 

          松本君ご夫人弘美さん（７月８日） 

          山崎（時）君ご夫人テルミさん（７月１６日） 

          堤君ご夫人美紀さん（７月１６日） 

          川原崎君ご夫人明美さん（７月１９日） 

結婚記念日   嶽釜君ご夫妻（７月１１日） 

 

ロータリーの友 ７月号必見どころ 

横書き Ｐ８  ＲＩ会長紹介 人と人とをつなぐ  

     Ｐ３３ ガバナーの横顔 第２６５０地区ガバナー 

縦書き Ｐ９  クラブを訪ねて 熊本りんどうロータリークラブ 

 

理事会報告（2017.7.1） 
１．ＲＬＩ委員会設置の件 承認 

２．指名委員会設置の件 承認  

３．監査人の件 中川勝晴君と細江正人君に決定 

４．新会員の件 承認 

５．職業分類追加の件 

   解体工事、精神保健福祉、電気通信工事、ギャラリーを 

   新設。小島充子君、ギャラリーに変更。 

６．出席免除申請の件 

   宇都宮靖雄君、松本 智君より申請があり承認。   

７．委員会構成の件 

   永井君、垣平君退会に伴い、広報雑誌副委員長に宇都 

   宮靖雄君、社会奉仕副委員長に嶽釜信一君に決定。 

８．田中誠二ガバナー公式訪問の件   

９．高松ＲＣ創立８０周年参加の件 ２４名参加 

１０．彦根ローターアクトクラブの件 

１１．米山奨学生祇園祭体験会参加の件 承認  

田中誠二ガバナー公式訪問 

 あさりのクリームスープ  豚ロース肉のパン粉焼き 

 温野菜とおろしポン酢添え  卵とポテトのサラダ 

 和風ケーキとバニラアイスクリーム  パン  コーヒー 

彦根ロータリークラブ週報          ２０１７～２０１８  ＶＯＬ．６６  ＮＯ．１  

 
認 証 1952年10月27日      例 会 毎週木曜日 12時30分～13時30分 
例会場 彦根ビューホテル TEL 0749-26-1111 
事務局 〒522-0063 彦根市中央町3-8 彦根商工会議所３階 
    TEL 0749-23-2101 FAX 0749-26-9272 
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2017～2018年度 
会 長  小椋政昭    会長エレクト 安居継彦   
副会長  山﨑 滋    幹 事    田井中 徹  
会 計  那須賢司    ＳＡＡ    安居秀泰   
パストガバナー 山崎時雄 ガバナー補佐 岡田建三 

 第３１６６回例会 
２０１７．７．６ 
 
開会点鐘 
「君が代」斉唱 
ロータリーソング斉唱「奉仕の理想」 
四つのテスト唱和 
ビジター紹介 
会食・懇談 
会長の時間 
 「私の誇りに思うもの」 
 会員のお祝い  
 幹事報告 
 委員会報告 
 ニコニコ箱報告 
 出席報告 
卓話 
 「新年度役員挨拶」 
   会 長    小椋 政昭 
   会長エレクト   安居 継彦 
   幹 事    田井中 徹 
   会 計    那須 賢司 
   ＳＡＡ      安居 秀泰 
閉会点鐘 

RC名 Minneapolis（世界9番目） 国・地域 USA・ミネアポリス 
設立年 1910 地域番号 5950 
ミネアポリスの市名はダコタ族の言葉で「水」を意味するminiとギリシア語で

「都市」を意味するpolisとを組み合わせてつけられた。その名が示す通り市には
水が豊富で、市域内に20の湖を持ち、ミシシッピ川や多数の小川が流れ、滝が形成
されている。かつては世界の小麦製粉の中心地であり、また製材の中心地であっ
た。そうした背景から、市はCity of Lakes（湖の街）、Mill City（製粉の街）と
いう別名を持っている。                      出典：Wikipedia 



 

 

 「現在を見つめ、未来を創造する」 

    明るく・楽しく・前向きに 

                         会長 小椋政昭 

 彦根ロータリークラブは、

創立６５周年を迎えます。歴

史・実践・組織を時代の潮流

の変化の中で積み重ね、素

晴らしいロータリークラブを

築いてまいりました。諸先輩

方の偉大なる功績に感謝し

ますとともに、この伝統・歴史

ある彦根ロータリークラブの会長を拝命しましたことは、重

責に感ずるところであります。 

 私たちロータリークラブは、地域社会と共にあり、奉仕を

実践し、参加することで「やる気」を持ち続けなければなり

ません。それには「強いクラブをつくる」ことだと考えます。

この一年間、会員のみなさまのご理解、ご支援、ご協力を

賜わり、務めを果たせるよう頑張っていきたいと思います

ので、よろしくお願い申し上げます。 

 

ＲＩ 

 ２０１７～１８年度 国際ロータリーテーマ 

            イアン Ｈ.Ｓ.ライズリー会長 

            テーマ「ロータリー：変化をもたらす」 

 「奉仕を通じて人々の人生に、地域に、世界に変化をも

たらし、ひいては、ロータリアンそのものの人生を豊かに生

きよう！」また、「ロータリーの枢軸である倫理観の重視と

『超我の奉仕』の理念のもと、各クラブとロータリアンがそ

れぞれどのように変化をもたらすことができるか、自由に議

論し、行動してほしい」と所信を表明されています。 

  

地区 

 ２０１７～１８年度 国際ロータリー第2650地区スローガン 

            第2650地区 田中誠二ガバナー 

            「愛着と誇り」 

 奉仕の理想を胸に秘め、人生や仕事、ロータリーに愛着

と誇りをもって行動することで、それぞれのロータリー観を

醸成し、各クラブが中長期の視点に立った奉仕事業を計

画実践し、活き活きとした自信と輝きに満ちたクラブを目

指すことが、よりよい地域づくり、さらには世界の平和と繁

栄につながっていくと述べられています。 

  

 これを受けて以下のような会長テーマとしました。  

彦根ＲＣ 

 ２０１７～１８年度 彦根ロータリークラブ会長テーマ 

             「現在を見つめ、未来を創造する」 

              明るく・楽しく・前向きに 

 

     過去は知ることができるが    変えられない 

     未来は知ることができないが  変えられる 

     賢い人は過去を知り       未来を変えている 

     私たちは過去に感謝し     現在を見つめ 

     未来を創造する 

  

 

 今、ロータリーは過渡期にあるといわれています。 

ロータリーに対する魅力が見失われている。また、ロータ

リーのことを知ろうとする意欲・奉仕活動に参加しようとす

る会員が少なくなった。これがロータリーの盛衰に大きく影

響していると思います。この状態から一刻も早く脱出する

ために、本来あるべき姿はどうなのかを見つめなければな

りません。 

ロータリーを活性化する方法として、愛着と誇りをもって

ロータリーを学び、考え、行動するクラブづくりが重要であ

ります。それには、会員同士のスキンシップ、日々 経験と

試行錯誤しながら身につけていくことが大切です。 

 ロータリーの奉仕の土台となる理念である「一人でできな

いことも、力を合わせれば実現できる」とチームワークと協

力の精神を忘れずに、変化していく状況を前向きにとら

え、クリエイティブ（創造的）に物事に対応する能力・スキ

ルが必要になっていくと思います。わたくしたちは、時代

の変化とともに変えてはならないものと、変えなくてはなら

ないものを熟慮し、現在を見つめ、未来を創造するロータ

リーの活性化を図っていかなければならないと思います。 

 

具体的に 

・ロータリーらしい心の通った例会運営 交流・親睦の場 

・創立６５周年事業実施 

・ＲＩ会長賞にチャレンジ 

 

＜ＲＩ会長賞 受賞資格＞ 

必須活動 

・２０１７年７月と２０１８年１月のクラブ請求書の支払いを遅

延なく行う。 

・ボランティアに費やした時間と奉仕プロジェクトへの支援

をロータリークラブ・セントラルで報告する。これにより世界

中でロータリーが与えた影響を測り、広報に活用できる。 

 

クラブのサポートと強化  

さまざまな考え方や経験をもつ会員がいれば、クラブに新

鮮なアイデアがもたらされ、地域のニーズに幅広い角度か

ら理解できます。クラブが地元や世界に変化をもたらすに

は、会員の積極的参加を促し、そのスキルと関心を生か

し、会員の声をクラブの未来に反映させていくことが大切

です。 

クラブの会員基盤を広げ、多様な会員を増やし、積極的

な参加を促しましょう。 

 

１.ロータリークラブ・セントラルで少なくとも１０の目標を設 

 定する。 

２.クラブの戦略計画を更新または立案する。達成をロータ 

 リークラブ・セントラルで報告する。 

３.会員数の純増：ロータリーの記録上、２０１７年７月１日と 

 比べ、２０１８年７月１日時点で会員数 

 ５０名以下のクラブは少なくとも１名、会員数５１名以上の 

 クラブは少なくとも２名の会員純増を達成する。 

４.例会以外の活動に会員が参加する。ロータリークラブ・ 

 セントラルに、クラブの親睦活動を少なくとも１つ入力す 

 るか、５０％を超える会員がクラブの奉仕活動に参加した 

 ことを記録する。 



 

 

人道的奉仕の重点化と増加 

地元や海外での奉仕プロジェクトを通じて、クラブは世界

的な人道的問題に取り組みます。これには、平和の推

進、疾病との闘い、水と衛生、母子の健康、教育の支援、

地元経済の発展、環境保護、ポリオ撲滅などが含まれま

す。 

ロータリアン、若い世代、ロータリー学友、一般の人びと

に、ロータリープログラムや重点分野の活動への参加、お

よびロータリー財団への寄付を呼びかけ、地元や世界に

変化をもたらしましょう。 

 

１.グローバル補助金または地区補助金を利用したプロ 

 ジェクトを少なくとも１件提唱する。補助金に関する詳細 

 はwww.rotary.org/ja/grantsを参照のこと。 

２.環境に焦点を当てたプロジェクトを少なくとも１件実施す 

 る。報告方法：実施したプロジェクトをロータリーショー 

 ケースに掲載する（カテゴリーで「環境」を選択）。 

３.ロータリー財団のいずれかの基金に２５ドル以上を寄付 

 する会員の数を増やす。 

４.年次基金への会員一人あたりの平均寄付額が少なくと 

 も１００米ドルとなる。 

 

ロータリー公共イメージと認知度の向上  

公共イメージが良くなれば、クラブと地域社会との関係も

良くなり、入会への関心も高まります。 

地元や世界に変化をもたらすクラブの活動について魅力

あるストーリーを伝えることで、地域社会でクラブの公共イ

メージを良くし、ロータリーへの認知度を高めましょう。 

 

１.クラブのウェブサイトとソーシャルメディアアカウントを定  

 期的に更新して、クラブの活動を紹介し、地元や世界で 

 のロータリーの活動成果を伝える。ロータリークラブ・セン 

 トラルで報告する。 

２.１つまたは複数の企業、政府機関、あるいは非政府団 

 体と提携し（または提携を継続し）、１つのプロジェクトで 

 協力する。ロータリークラブ・セントラルで報告する。 

３.クラブのプロジェクトやイベント、または募金活動を地元 

 メディアに報道してもらう。 

  ロータリーショーケースまたはロータリークラブ・セントラ 

 ルで報告する。 

４.少なくとも１名のロータリー青少年交換学生を派遣また 

 は受け入れるか、少なくとも１名のＲＹＬＡ参加者を支援 

 することによって、平和を推進し、未来のリーダーを育成 

 する。ロータリークラブ・セントラルで報告する。 

 

 以上を実施し、クラブ会員が愛着と誇りをもって力を合わ

せて活動すれば、その力は無限となり、未来の創造と魅

力あるクラブ作りができればと思っています。 

 会員各位のご協力とご支援をお願い申し上げます。    

 

 

理事会報告（2017.6.8） 

 １．次年度委員会構成の件  承認 

 ２．会長・幹事・ＳＡＡ代行順位の件 

     会長 ①山﨑（滋）副会長 ②安居（継）会長エレクト 

       ③宮川直前会長 

   幹事   ①那須会計     ②嶋津公共イメージ 

        ③今村奉仕プロジェクト 

     ＳＡＡ ①杉本副ＳＡＡ   ②西村会員組織  

       ③森財団・奨学金 

 ３．次年度事業計画案・事業予算案の件  承認 

 ４．次年度プログラムの件  承認 

 ５．ソングリーダーの件 

   ◎大舘康伸 角田 仁 嶽釜信一 松田充弘 

   御代麻理子  

 ６．次年度お祝品の件 

    会員誕生日（ブリザーブドフラワー） 

    配偶者誕生日（カタログギフト） 

    結婚記念日（ワイン） 

 ７．次年度皆出席お祝品の件 承認 

 ８．高松ＲＣ創立８０周年記念式典参加の件 承認 

 ９．納涼例会の件  ８月２４日（木）ビア電 １９：０３乗車    

10．次年度週報の件 承認 

11．財団袋の件  承認 

12．米山袋の件  承認 

13．社会を明るくする運動参加の件  承認 

14．「私の誇りに思うもの」スピーチの件 承認 

 

７月のスケジュール 

７／１ 定例理事会（１３：００～事務局） 

  ２ 社会を明るくする運動（１３：３０～ビバシティ彦根） 

  ４ 前年度役員・理事懇親会（１８：００～伊勢幾） 

  ５ 挨拶まわり（１０：００～） 

  ６ クラブ協議会（１３：４０～彦根ビューホテル） 

    歴代会長幹事合同懇親会（１８：００～双葉荘） 

  ８ 滋賀ブロック米山奨学生集会及び懇親会 

              （１６：００～クサツエストピアホテル） 

  ９ 青少年交換担当委員長会議 

                （１３：３０～京都リサーチパーク）   

 １０ 浦部謡曲教室（１９：００～千代神社） 

 １１ 謡曲同好会お稽古（１９：００～千代神社） 

 １３ 田中誠二ガバナー公式訪問 

    ワインクラブ第７回例会（１８：００～龍鱗） 

 １４ 米山奨学生京都祇園祭体験会（１２：３０～㈱京繊） 

 １６ 謡曲同好会ゆかた会（１８：００～双葉荘） 

 ２２ 国際奉仕セミナー（１４：００～京都商工会議所） 

 ２３ ＲＬＩパートⅠ研修会（９：４５～京都文教学園）  

    第１回青少年奉仕担当者会議 

                  （１３：３０～メルパルク京都） 

 ２４ 浦部謡曲教室（１９：００～千代神社） 

 ２７ 高松ＲＣ創立８０周年記念式典 

              （１５：３０～ＪＲホテルクレメント高松） 

 ２８ 高松ＲＣ８０周年記念ゴルフ大会（鮎滝ＣＣ）  

 ２９ 職業奉仕担当者研修会 

                  （１３：３０～メルパルク京都） 

 ３０ 会員増強・公共イメージ向上セミナー 

                 （１３：００～京都商工会議所）   



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  ／  赤嶺英光  近本和也  大塚義和  渡邊僖子 

 会員数 当日出席 ﾒｰｷｬｯﾌﾟ 出席率（％) 

６月２９日 ６１（１５） ４３（６） ７ ９６．１５ 

６月２２日 ６２（１５） ３４（４） １２ ９０．２０ 

出席報告 

他クラブプログラム予定 

前回例会報告 

 ６月２９日（木）２０１６～２０１７年度の最終例会が彦根

ビューホテルで開催されました。会長の時間では皆さんへ

の感謝の言葉を述べられました。 

 本年最後の私の夢は岡田建三君。「現在長

寿院には重要文化財の弁財天堂、県指定有

形文化財阿弥陀堂他四棟があり未指定の奥

の院宇賀神堂、総門、未社等十五棟が点在

しており伽藍を形成しています。今は各々で

指定されていますが将来は、この山全体をまとめて史跡

指定して、近世地方大名が残した遺構として指定されるこ

とが願いです。そして究極の夢が本堂である弁財天の極

彩色の復元です。これは時間と色々な巡り合わせがある

ので今は実現できるよう頑張っています」と話されました。 

 次に三役からの

期末挨拶がありま

した。 

 本庄幹事は、い

ろんな人とお話し

をさせていただき楽しい一年でした。ありがとうございまし

た。と挨拶され、続いて谷副会長からは、宮川会長のボ

ディーガードを務めようと思っていましたが、ほとんど弾も

飛んでこず、嫌な話も耳に入りませんでした。これも会長、

幹事が裏で全部処理していたのだろうと思います。会長、

幹事ご苦労様でした。と述べられました。最後に宮川会長

から長いようで短い一年でした。本年度第1例会の点鐘は

本当に緊張しました。今日が最後の点鐘になるのは一抹

の寂しさがあります。入会時は自分が会長などするもので

はないと考えていましたが、会長をして本当に良かったと

思っています。皆さんに担いでいただいて素晴らしい一

年を過ごさせて頂き感謝しております。と挨拶されました。 

次に宮川会長から小椋会長エレクトへのバッジ交換の

後、小椋会長エレクトから今年度のテーマ「未来に向けて

魅力あるロータリー」これは継承しなければならないと思っ

ています。次年度はそれに加え力強いクラブ作りをさせて

いただきたいと考えています。皆様のお力添えが必要で

す。皆さまのご指導、ご鞭撻、ご協力のもとに一年やって

いきたいと思います。と述べられました。 

 閉会点鐘の後、杉本直前会長の乾杯で懇親会が始まり

ました。今村君、赤嶺君の司会による一年を振り返るスラ

イドショーと豪華賞品をかけたビンゴ大会で大いに盛り上

がりました。最後は小椋会長エレクトの中締めの挨拶に続

き、「手に手つないで」の斉唱で今年度を締めくくりまし

た。会長、幹事をはじめ各委員会の皆様本当にお疲れ様

でした。 

ニコニコ箱 

（本日計 129,000円・累計 2,984,000円） 

最終例会を迎えて。一年間役員、理事、委員長、そしてメ 

  ンバーの皆様お世話になりました。有難うございます 

  …宮川君 

本日が最終例会となりました。一年間有難うございました 

  …本庄君 

一年間お世話になりました。久しぶりに会長杯コンペに出 

  席してベスグロ優勝いたしました。ありがとうございまし 

  た…谷君 

「私の夢」のスピーチの時間をいただいて…岡田（建）君 

宮川会長、本庄幹事一年間お疲れ様でした。次年度も力 

  を「おかし」下さい…小椋君 

一年間お世話になりました…田井中（徹）君、田部（正） 

  君、中川君、小島君、安居（継）君 

最終例会一年間お疲れ様でした。社会奉仕活動お世話 

  になりました…渡邊君 

最終例会お疲れ様です。社会奉仕委員として一年間お 

  世話になりました。渡邊委員長有難うございました 

  …和田君 

最終例会を祝いまして。宮川会長お疲れ様でした。本庄 

  幹事、田井中会計そしてロータリーの皆様２年間お世 

  話になりありがとうございました…土田君 

宮川会長、本庄幹事、一年間お疲れ様でした。グダグダ 

  の親睦委員会で申し訳ございません。でも楽しかった 

  です。ありがとうございました…今村君 

宮川会長はじめ役員、理事の方大変ご苦労様でした 

  …秋野君、田井中（順）君 

宮川会長、本庄幹事、田井中会計、一年間お疲れ様でし 

  た…岡田（建）君 

宮川会長一年間お疲れ様でした。メンバーの皆様ニコニ 

  コのご協力ありがとうございました…近藤君 

一年間ありがとうございました…上田君、大舘君、本登君 

  近本君、角田君、瀧沢君、赤嶺君、清水君、安居（秀） 

  君、大森君、御代君 

一年間ありがとうございました。宮川会長、本庄幹事お疲 

  れ様でした…西村君、田部（泰）君 

最終例会に参加して…宇都宮君、嶽釜君、那須君 

本年度一年間を感謝して…藤田（益）君 

最終例会親睦委員の皆さんよろしくお願いします 

  …杉本（克）君 

この一年に感謝…北村（登）君 

宮川会長年度お世話になりました…岡君 

宮川会長、本庄幹事ご苦労様でした…片岡君 

一年間有難うございました。宮川会長お疲れ様でした 

  …嶋津君 

最終例会おめでとうございます…宇佐美君 

宮川会長一年間ご苦労様でした…戸所君、岡田（眞）君 

７月 ７日(金) 長浜東ＲＣ 「新年度の抱負」     

７月１０日(月) 長   浜ＲＣ 「新年度の方針発表」 

７月１０日(月) 五 ・ 能ＲＣ 「ＩＭについて」  

７月１１日(火) 長浜北ＲＣ 「新年度の抱負」 

７月１１日(火) 彦根南ＲＣ 「理事挨拶」 


