
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 

次回例会案内（2017.11.16） 

 

お祝い 
会員誕生日   大塚義和君（１１月９日） 

          正村嘉規君（１１月１３日） 

ご夫人誕生日 角田君ご夫人豊子さん（１１月９日） 

結婚記念日   川原崎君ご夫妻（１１月１０日） 

 

理事会報告 
１．クラブ戦略計画の件  承認  １１月１６日例会で説明 

２．九州北部豪雨災害義援金の件 

    １１月９日例会にて募金箱をまわす。 

３．ベトナム平和村 手洗い場設置に関する 

                  国際奉仕活動の件 

    １１月１７日東京の手を洗おう会へ委員長が訪問。 

    １２月１７日～２０日ツアーをくみ、ベトナムを訪問する。 

    メーキャップ扱いとする。        

４．彦根シティマラソン協賛の件  １万円雑費より拠出 

 

２０１８－１９年度国際ロータリー会長に 

           バリー・ラシン氏が選ばれる 

 サム・オオリ国際ロータリー会長エレクトの急逝により、会長

指名委員会から２０１８－１９年度国際ロータリー会長として選

出されていた、バハマ・ニュープロビデンス島のイーストナッ

ソー・ロータリークラブ所属のバリー・ラシン氏が、イアン・ライ

ズリーＲＩ会長によって９月１日、ＲＩ会長エレクトとして宣言さ

れました。 

２０１９－２０年度国際ロータリー会長に 

           マーク・ダニエル・マローニー氏 

 ２０１７－１８年度年度国際ロータリー会長指名委員会は、 

２０１９－２０年度ＲＩ会長に、アメリカ・アラバマ州のジケー

ター・ロータリークラブ所属のマーク・ダニエル・マローニー氏

を選出。２０１７年１０月１日までに対抗候補者が出なかったた

め、会長ノミニーとして宣言されました。 

                      （ロータリーの友ＨＰより） 

  「 クラブ戦略計画 」 

  担当 ： 長期戦略委員長 中川勝晴 

 

幕の内 
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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  秋野正誠    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３１８１回例会 
２０１７．１１．９ 
 
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 

 「新会員スピーチ」 

   担当：四方 清文 君 

      川村 嘉昭 君 

閉会点鐘 

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 

RC名 Kathmandu 国・地域 ネパール・カトマンズ 
設立年 1959 地域番号 3292 
カトマンズは、ネパールの首都で最大の都市である。カトマンドゥとも呼ば

れる。別名はカンティプル（Kantipur）。2011年の人口は100万3,285人。観光
業はカトマンズの主要な収入源の一つである。王宮やヒンドゥー教や仏教の寺
院などがあり、17世紀の歴史的な建造物が多く残るカトマンズ盆地全体が、カ
トマンズの渓谷として1979年、ユネスコの世界遺産に登録されている。 
                                   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（％) 

１１月 ２日 ６６（１６） ５０（６） ３ ９４．６４ 

１０月１９日 ６６（１６） ４２（７） １２ ９４．７４ 

出席報告 

他クラブプログラム予定 

ＲＬＩ研究会PartⅢを終了して 

                     会長エレクト 安居継彦 

 １０月２９日（日）京都文教学園において、ロータリーリー

ダーシップ研究会PartⅢに参加してきました。台風２２号

の接近であいにくの天候でしたが、電車も止まることなく、

帰ることができました。 

 研修会は、いつも通り９時４５分から５０分が一時限で昼

食をはさんで６時限まで、それぞれのテーマで、５人で討

論しました。１６時３０分から修了式があり、田中ガバナー、

坂本パストガバナー、中川ガバナーエレクトがご挨拶され

ました。これでめでたく終了することができました。疲れま

したが、良い経験ができ、勉強になりました。 

 次回は２月２５日に、卒業コースを受講する予定です。 

 

第２回ゴルフ同好会ゴルフコンペ報告 

                 ゴルフ同好会幹事 本登忠雄 

 １１月４日（土）初冬の

３連休の中日に彦根カ

ントリー倶楽部にて、第

２回ゴルフ同好会を開

催しました。当初予定

していました日程が、

彦根カントリー俱楽部

の開場記念日と重なり

エントリーできず日程を

変更し、同好会の皆様には大変ご迷惑をお掛けし申し訳

ありませんでした。 

 当日は曇天で午後のスタート時には雨が降り、風も強

く、どうなることかと思われましたが、３ホールを過ぎた頃に

は雨もあがり無事に廻ることができました。プレー終了後、

伊勢幾さんにて懇親会と成績の発表を行い、楽しい時を

過ごすことができました。 

 今年はこれで同好会の行事は完了ですが、来年も南

ロータリーさんとの合同コンペ等がありますので、多くの方

の参加をお願い致します。 

               OUT IN GROSS HDCP NET 

優  勝 大舘  康伸 君 ４７ ４７  ９４  ２１．６ ７２．４ 

準優勝 井の下精作 君 ４７ ４６  ９３  １６．８ ７６．２    

第３位  赤嶺  英光 君 ４６ ４９  ９５  １８．０ ７７．０  

 

前回例会報告 

 会長の時間では「１１月は財団月間です。これまでは地

区から補助金委員長が来られてお話をして頂きましたが、

今年は岡田ロータリー財団委員長から財団について話を

して頂きます。田中ガバナーは学び、考え、行動すると

おっしゃっておられます。役をもらって勉強し行動するの

がロータリアンの本来の姿だと思います。岡田

さんには試練だと思いますがよろしくお願いし

ます。」と話されました。 

 本日の私の誇りに思うものは御代麻理子君。

「春夏秋冬四季を感じられる日本に生まれたこ

とが私の誇りです。そして日本人であること、日本の伝統

文化である生け花を仕事にしていること、生け花を後世に

伝えてくれた父を誇りに思います。また、多くの方々とのご

縁と生徒さんの笑顔も私の誇りです。」と話されました。 

 本日の卓話は「ロータリー財団について」と

いうテーマでロータリー財団委員長の岡田眞

智子君が話されました。 

 ロータリー財団は、ロータリーの奉仕の理念

に基づき、人々の健康状態を改善し、教育へ

の支援を高め、貧困を救済することを通じて、世界理解、

親善、平和を達成できるようにすることを目的としていま

す。ＲＩ戦略計画から見えてくるＲＩの目指す方向性につい

て、先ず未来への考え方に始まりOne Rotaryの目標、ＲＩ

と財団の共通使命、ＲＩと財団の６つの重点分野（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、地域経済の発展）、補助金、寄付、財団の優先項目と

具体的目標などについて説明されました。特に重要と強

調されたことは、地区目標に掲げてある４つの寄付につい

てです。１．年次寄付1人当り＄180以上、２．恒久基金へ

の寄付（各クラブ１人以上のベネファクターを）、３．ポリオ

プラス（1人当り2000円以上）、４．大口寄付の推進を！と

寄付への理解と協力を呼びかけられ卓話を締め括られま

した。 

 

ニコニコ箱 

（本日計 51,000円・累計 1,168,500円） 

母の葬儀には多くの皆様にお参りいただきありがとうござ 

  います…宮川君 

明日は城まつりいいお天気でありますように…小椋君 

財団月間卓話させていただき勉強になりました。感謝 

  …岡田（眞）君 

３分間スピーチのお時間を頂きありがとうございます 

  …御代君 

米山功労賞をいただいて…北村（登）君 

ご無沙汰しております。事業継承も順調に進んでおります 

  気が付けば創業５５年になり、おどろいています。あと 

  数年で現役引退予定です…井の下君 

８１才まで生きていたらこんな状況にならない様にお互い 

  に祈りましょう。“１８才と８１才の違い”とは！ ○道路を 

  暴走するのが１８才、逆送するのが８１才 ○偏差値が 

  気になるのが１８才、血糖値が気になるのが８１才  

  ○恋に溺れるのが１８才、風呂で溺れるのが８１才 

  …正村君 

久しぶりの気持ちいいお天気で、ゴルフびよりですね 

  …田部（泰）君 

２枚目の写真をいただきました…安居（秀）君 

写真ありがとうございます…田部（正）君、杉本君 

結婚記念日を祝っていただいて…小椋君、浅山君 

１１月１０日(金) 長浜東ＲＣ 「財団月間にちなんで」     

１１月１３日(月) 長   浜ＲＣ 「休会」        受付なし 

１１月１３日(月) 五 ・ 能ＲＣ 「ＲＬＩについて」        

１１月１４日(火) 長浜北ＲＣ 「福井東・長浜北ＲＣ合同 
 職場訪問例会」  受付なし       

１１月１４日(火) 彦根南ＲＣ 「１５日に変更」    受付あり              


