
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 

お祝い 
会員誕生日   山﨑 滋君（７月２０日） 

          田井中順次君（７月２１日） 

          戸所岩雄君（７月２２日） 

          小菅一彦君（７月２４日）  

          上田勝之君（７月２４日） 

          安居継彦君（７月３０日） 

 

配偶者誕生日 戸所君ご夫人佐紀子さん（７月２１日） 

          御代君ご主人雷太郎さん（７月２２日） 

          青木君ご夫人幸子さん（７月２３日） 

          中居君ご夫人弘美さん（７月２３日） 

          安居（秀）君ご夫人史さん（８月２日） 

 

皆出席      那須君…９年 

            角田君…１年 

 

新会員紹介 

７月１３日新しく入会されました新会員をご紹介します。 

  上ノ山 眞佐子
う え の や ま  ま さ こ

 君  （精神保健福祉） 

 生年月日  昭和２７年１０月２３日 

 勤務先    認定ＮＰＯ法人 サタデーピア 

                       理事長 

          （彦根市西今町１３２７） 

 趣 味    古典芸能観賞・スポーツ観戦 

 

  藤岡 聖和
ふ じ お か  き よ た か

 君  （通信業） 

 生年月日  昭和４８年４月２７日 

 勤務先    西日本電信電話㈱ 

               滋賀東営業支店長 

          （彦根市立花町５－１３） 

 趣 味    読書 

（2017.7.27）休 会 

（2017.8. 3）会計報告・会員増強委員会担当 

 冷製かぼちゃのポタージュ 

 鯛のロースト、香草風味   フレッシュサラダ 

 季節のデザート   コーヒー   パン 

彦根ロータリークラブ週報          ２０１７～２０１８  ＶＯＬ．６６  ＮＯ．３  

 
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 
    E-mail：hikonerc@topaz.ocn.ne.jp http://www.hikone-rc.org/ 

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３１６８回例会 
２０１７．７．２０ 
 
開会点鐘 

ロータリーソング斉唱「我らの生業」 

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 

「新年度理事挨拶」 

  会員組織委員長    西村 昭 

  公共イメージ委員長    嶋津慶子 

  クラブ管理運営委員長 上田勝之 

閉会点鐘 

RC名 Jefferson City 国・地域 USA・ジェファーソンシティー 
設立年 1918 地域番号 6080 

ジェファーソンシティーは、アメリカ合衆国ミズーリ州の州都。同州中央部、
オザーク台地にあり、ミズーリ川の南岸に位置する。 セントルイスからは西へ約
150㎞、カンザスシティからは東へ約230㎞、コロンビアからは南へ約45㎞であ
る。同市の市名はアメリカ合衆国第3代大統領、トーマス・ジェファーソンにちな
んでいる。                        出典：Wikipedia 



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（％) 

７月１３日 ６１（１６） ４８（９） ６ １００ 

６月２９日 ６１（１５） ４３（６） ９ １００ 

出席報告 

他クラブプログラム予定 

前回例会報告 
 本日は田中誠二ガバナー公式訪問例会でした。開会に先

立ち新会員 藤岡聖和君、上ノ山眞佐子君の入会式を行

い、田中ガバナーよりバッジをつけて頂きました。会食タイム

には御代君によるガバナー歓迎の生花の説明がありました。 

 ガバナーアドレスでは、ライズリーＲＩ会長の提唱される年次

テーマを伝えることが私の使命であると述べられ、まずは会

員増強について話されました。「会員増強も社会の実際を

反映させるためのものでなければならない。即ち女性会

員の比率は現在のところ８：２が現状で実社会の５：５から

するとバランスが悪い。ジェンダーバランスを目指した会

員増強が望まれる。また、年令構成においても各クラブの

高齢化が進んでいる。しかし、高齢化が悪いわけでなく、

あらゆる年齢層に魅力的なクラブ運営が必要であり、一人

で出来ないことが皆となら出来る」と強調されました。また、

ライズリー会長の「服装より気持が大切」という人となりから

今年の年次テーマ「ロータリー：変化をもたらす」超我の奉

仕の理念は変わることなく、奉仕を通じて人々の人生にプ

ラスの変化をもたらすと信じると述べられており、世界の約

５４０のガバナーの会で「心のかおりがする」クラブ運営を

望むと話されました。さらに田中ガバナーは地区スローガ

ンを「愛着と誇り」とされ、「奉仕の理想の基に職業を通し

てロータリーに愛着と誇りをもって行動することで、プラス

の変化をもたらしたい。変えてはならぬもの、変えねばな

らぬものを見極めるため、共に学び、共に行動しようと結

ばれました。 

 例会終了後、クラブ協議会が開催され、冒頭田中ガバ

ナーより各役員、理事、委員長からの各取組についてお

聞かせいただきお互いに意見交換しながら創立６５周年

の素晴らしい年度を作りあげる機会にできればと挨拶され

ました。各担当理事、委員長より概要報告のあと田中ガバ

ナーから直々に詳細な講評がなされご指導いただきまし

た。最後に創立６５周年にふれられ歴代会長から新会員

含め全員が連携して６５周年事業に取り組んでいただきた

い。一年は長いので息切れしないように頑張って下さい。

その分達成感も大きいと思います。一年後に期待しますと

の言葉で締めくくられました。 

 

 

 

 

 

 

 

お客さま 

田中誠二氏（第２６５０地区ガバナー） 

岡田建三氏（ガバナー補佐）室 公博氏（地区副幹事長） 

涂 静怡さん（米山奨学生） 

ニコニコ箱 

（本日計 135,000円・累計 264,000円） 

田中ガバナー、室副幹事長、岡田ガバナー補佐…自祝 

入会感謝…上ノ山君 

入会ご承認いただきありがとうございます。これからもどう 

  ぞよろしくお願い申し上げます…藤岡君 

上ノ山君、藤岡君の入会を祝して…小椋君、西村君、安 

  居（継）君、那須君 

新会員、上ノ山眞佐子様をお迎えして。よろしくお願いい 

  たします…小島君 

ちょっと良いことがありました。感謝…谷君 

今年もお世話になります…中川君 

田中ガバナー、岡田ガバナー補佐、室副幹事長をお迎え 

  して。今後ともご指導よろしくお願いします…小椋君 

田中誠二ガバナーをお迎えして。本日はよろしくお願い 

  いたします…田井中（徹）君 

田中ガバナー、室副幹事長をお迎えして…安居（継）君 

ガバナー公式訪問を迎えて…清水君 

ガバナー公式訪問例会に参加して…宇都宮君 

田中ガバナー公式訪問ありがとうございます…御代君 

田中ガバナーをお迎えしての公式訪問ご苦労様です 

  …田部（泰）君 

田中ガバナー公式訪問例会を祝して…安居（秀）君、那 

  須君、瀧沢君 

ガバナーをお迎えして。ようこそお越し下さいました 

  …渡邊君 

田中ガバナー、岡田ガバナー補佐、室副幹事長をお迎え 

  して…和田君 

田中ガバナーの公式訪問を歓迎します。岡田さんガバ 

  ナー補佐ご苦労様です…青木君 

田中誠二ガバナーをお迎えして…西村君、嶋津君、宇佐 

  美君、近本君、森君、小島君、嶽釜君、岡君、宮川 

  君、近藤君、片岡君、角田君、杉本（克）君、赤嶺君、 

  岡田（眞）君、藤田君、川原崎君、北村（登）君、大舘 

  君、小菅君、大森君、今村君、上田君、本庄君、井の 

  下君 

結婚記念日を祝っていただいて…嶽釜君 

７月２１日(金) 長浜東ＲＣ 「第１回クラブフォーラム」     

７月２４日(月) 長   浜ＲＣ 「癌治療と放射線」 

７月２４日(月) 五 ・ 能ＲＣ 「ＩＭについて」  

７月２５日(火) 長浜北ＲＣ 「クラブフォーラム」 

７月２５日(火) 彦根南ＲＣ 「委員長挨拶」 


