
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（2017.8.31） 

 

新会員紹介 
 ８月１７日新しく入会されました新会員をご紹介します。 

四方清文
しかた  きよふみ

 君  （商業銀行） 

生年月日  昭和４０年８月６日 

勤務先   ㈱滋賀銀行彦根支店 支店長 

         （彦根市銀座町３－１０） 

趣 味    自転車・ランニング・読書 

 

会員増強・公共イメージ向上セミナー報告 
クラブ広報委員長 嶋津慶子  

 ７月３０日に京都商工会議所で行われた地区会員増強・公

共イメージ向上セミナーに西村会員組織委員長と共に出席

しました。 

 開会点鐘、田中ガバナーの挨拶のあと、パストガバナー・会

員増強拡大・学友担当諮問委員の平井氏、会員増強拡大・

学友委員長 岡嵜氏の挨拶があり、第１部の「会員増強と公共

イメージ向上」と題した第１、第２、第３ゾーン地域別会員増強

計画プロジェクトリーダー補佐の鈴木隆志氏の講演、第２部

は「地域別会員増強計画における公共イメージ向上」と題し

た第２ゾーンロータリー公共イメージコーディネーター補佐の   

露木雄二氏の講演がありました。会員増強にはロータリーを

ビジネスメリットからとらえることが大切。競合の会が多くなる

中、ロータリー入会のメリット・デメリットを正確に考える人が多

くなっている。そんな中、増員は会長が強い決意をしてクラブ

内に共有できるかであり、不連続な大きな目標設定が増強成

功のポイントであると話されました。ロータリーに基本的に必

要なものは、親睦と奉仕であり、それをいかにし広報していく

かが大切であり、各委員会、特に会員増強委員会との協力

で広報活動をするべきと話されました。河本パストガバナー

は講評で、各クラブが増員の必要性をどのようにとらえ、どう

行動するかが大切と、向上セミナーを締めくくられました。 

 
「 ロータリー長期計画 」 

担当 ： 中川勝晴君 

 

特別弁当 
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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３１７１回例会 
２０１７．８．２４ 
 
＜納涼例会＞ 
 
開会点鐘 

ロータリーソング斉唱 

「それでこそロータリー」 

会長の時間 

   幹事報告 

 委員会報告 

 ニコニコ箱報告 

 出席報告 

閉会点鐘 

 

懇親会 

 

 於．ビア電 

    近江鉄道彦根駅 19:03 出発 

       〃    21:07 帰着 

RC名 Indiana 国・地域 USA・インディアナ 
設立年 1921 地域番号 7330 
インディアナは、アメリカ合衆国ペンシルベニア州西部のインディアナ郡のボ

ロであり、同郡郡庁所在地である。2010年国勢調査での人口は13,975人だった。
インディアナ・ボロとその地域は全体として、ここで全米クリスマスツリー生育
者協会が設立されたので、「世界のクリスマスツリー首都」を標榜している、地
域には現在も非常に多くのクリスマスツリー農場がある。  
                                     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（％) 

８月１７日 ６５（１６） ４５（８） ３ ８０．００ 

７月２０日 ６４（１６） ４３（６） ５ ９０．５７ 

出席報告 

他クラブプログラム予定 

地区ロータリー財団セミナー報告 

ロータリー財団委員長 岡田眞智子  

 ８月５日（土）地区ロータリー財団セミナーが立命館大学

朱雀キャンパスで開催され、小椋会長、安居（継）会長エ

レクト、岡田ガバナー補佐と共に出席してきました。開会

点鐘、ロータリーソングのあと、田中ガバナーより挨拶があ

りました。 

基調講演  

 １．１０１周年を迎えるロータリー財団 

 ２．ポリオ撲滅に向けて 

 ３．地区補助金について 

 ４．グローバル補助金申請と事業の実施 

    奨学金事業・人道的奉仕事業 

 ５．グローバル補助金・人道的奉仕  

    （実践例）ジャンルカ・ボナンノ様  

           平和と開発全てが水から始まる 

 ６．平和フェロー発表 

    占領５０年難民になれない難民パレスチナ人と 

    寄り添う 金子由佳様 

 ７．クラブ訪問の報告と寄付推進 

 ８．大口寄付 

 ９．アトランタ国際大会の報告  

    ロータリー財団１００周年大会の報告 刀根ＰＧ 

今年度地区財団の優先項目と目標 

 １．永久にポリオを撲滅する 

 ２．ロータリー財団に対するロータリアンの知識、参加、 

   寄付を向上させる 

 ３．財団の補助金と６つの重点分野を通じてロータリーの 

   人道的奉仕の質と影響を高める 

 ４．ポリオプラスにおける世界と（世界でよいこと）をしてき 

   た１００年の歴史に特に注目し、財団によるこれまで 

   の実績に対するイメージと認識を高める 

 

前回例会報告 
 会長の時間では「今期新会員は

本日の四方さんで６人となるが、

近々８人増になります。田中ガバ

ナーは女性会員増を提案された

が、むしろ２代目ご子息会員で増

強したいと考えているのでご協力

を」と話されました。 

 その後､四方清文君の入会式が行われ、会長よりバッジが

授与されました。  

 続いて、本日の「私の誇りに思うもの」は宮川

基司君。「私は前期会長を務めさせていただ

いたことを誇りに思う。また創業明治１０年１４０

年になる伊勢幾の当時の活気ある店に近づけ

ていきたい」と話されました。 

 また、鹿児島ＲＣからのビジター、ＮＨＫ鹿児

島支局長の清水幹夫君より少しコメントをいた

だきました。 

 続いて新理事挨拶で、奉仕プロジェクト委員

長の今村康博君が５つの奉仕委員会の今年

度の活動を説明されました。  

 本日の卓話は「父親と息子、そして会社」と題

して那須賢司君が話されました。 

 「祖父が早くに他界し、父は小学生にして親

の残した田畑で農業に精を出す。家を守って

いくのは大変な中、昭和４５年私は未熟児で生

まれたため足が不自由となる。父は昭和４８年

那須緑地を開業。紆余曲折を経て、平成２５年会社４０周

年を祝い、平成２７年父を送る。障害をもつ自分の前向き

な生き様が父のやる気の源であったことを知り、日々努力

を怠らず社業を発展させていくことが父への恩返しである

と強く思う。」と結ばれました。 

 

お客さま 

清水幹夫君（鹿児島ＲＣ） 

 

ニコニコ箱 

（本日計 36,000円・累計 475,000円） 

本日入会させて頂きました。何卒よろしくお願いします 

  …四方君 

四方君の入会を祝して…小椋君 

四方さんご入会おめでとうございます…西村君、安居 

  （継）君 

四方清文君の入会を祝して…清水君 

卓話の機会をいただいて。四方支店長の入会を祝って 

  …那須君 

スピーチの機会をいただいて…宮川君 

謡曲同好会、早朝練成会で岡田さんお世話になりました 

  …安居（継）君 

盆明けの例会に出席して…田部（泰）君 

高松では田井中さん、上田さんお世話になりました 

  …北村（登）君 

家内共々誕生日をお祝いいただきありがとうございます 

  …戸所君 

元気に７６才の誕生日を迎えることができ感謝…秋野君 

妻の誕生日を祝っていただいて…田井中（順）君 

 

彦根ＲＡＣ例会 

９月 ７日（木） 「アクトの日準備例会」 

         １９：３０～食事 ２０：００～例会  於．龍鱗  

９月２１日（木） 「陶芸体験例会」 

         １９：３０～食事 ２０：００～例会 

              於．湖東焼き一志郎窯（本町1-6）  

８月２５日(金) 長浜東ＲＣ 「イ ニ シ エ ー シ ョ ン ス ピ ー
チ/2017 JCI JAPAN 少年少女
国連大使 派遣帰国報告」     

８月２８日(月) 長   浜ＲＣ 「私の福祉観、人間観」 

８月２８日(月) 五 ・ 能ＲＣ 「ＩＩＭについて」  

８月２９日(火) 長浜北ＲＣ 「クラブ協議会」 

８月２９日(火) 彦根南ＲＣ 「見つめ直そう趣味のゴルフ、   
     上達の裏技教えます」      


