
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（2017.12.21） 

年忘れ家族会を迎えて  

会長 小椋政昭 

 本日、皆様と共に「年忘れ家族会」を開催でき

ましたことに感謝申し上げます。また、創立６５

周年を迎えることができましたのも、皆様のご協

力、ご支援の賜物と存じます。 

 振り返れば７月の初例会、そして地に足のつ

いていない状態でのガバナー公式訪問でしたが、会員の皆

様のお力で今日までやってこられました。 

 ２０１７～２０１８年度ライズリーＲＩ会長のテーマは「変化をも

たらす」であります。非常にシンプルなテーマですが、“ロータ

リアンそのものの人生を豊かに生きよう”と所信を表明されま

した。 

 第２６５０地区・田中誠二ガバナーは、「愛着と誇り」でありま

す。“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ると述べておられます。 

 そして、彦根ロータリークラブは今年度“ＲＩ会長賞”をめざし

て、クラブ全員が力を合わせ、一丸となって活動しています。

その力は無限となり、未来の創造と魅力あるクラブづくりがで

きると思っています。 

 わたし達がロータリー活動をできるのも家族の支えがあれ

ばこそと思います。来年は明るく、楽しく、前向きに、そして積

極的に進んでいきたいと考えています。 

 本日の年忘れ家族会のテーマは「地元特産品で美味しく

楽しい年越しを」です。ぜひ、思い出に残る楽しい年忘れ家

族会にしていただきたいと思います。 

 明るく楽しい盛りだくさんの催しをしていただきました親睦活

動委員会の皆様に感謝いたします。 

 結びとなりましたが、ご家族、会員の皆様には、素晴らしい

穏やかな新年をお迎え下さいますようお祈り申し上げます。 

  

 

 

「 ８０年を振り返って 」 

担当 ： 大森修太郎 君 
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 第３１８５回例会 
２０１７．１２．１４ 
 
開会点鐘     18:00～     

ロータリーソング斉唱「奉仕の理想」 

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 

 

＜年忘れ家族会＞ 18:30～20:30 

 

      於．彦根ビューホテル 

RC名 Rovaniemi Napapl 国・地域 フィンランド・ロヴァニエミ 
設立年 1965 地域番号 1400 
旧ラッピ県の州都であり、現在のラッピ県の県庁所在地である。ラッピ県の経

済の中心でもある。ロヴァニエミ郡に属する。ケミ川が流れ、北極圏のすぐ近く
に位置している。2006年1月に周辺の町を合併し、面積8,017㎢（兵庫県とほぼ同
じ）の広大な市となった。人口約6.1万人。町の中心から8㎞北に行くと、サンタ
クロースの住む「サンタクロース村」がある。 
                                 出典：Wikipedia 

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 



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（％) 

１２月 ７日 ６６（１６） ５０（８） ０ ８６．２１ 

１１月１６日 ６６（１６） ３８（５） １１ ８９．０９ 

出席報告 

他クラブプログラム予定 

理事会報告 

１．ベトナム平和村・国際奉仕活動「現地訪問の際のお土 

  産等の募金」の件  

   １２月７日例会にて募金箱をまわし、５２，８３５円集ま 

   りました。 

２．地区大会参加の件 

   ２０１８年４月８日（日） バスで参加 

３．新年例会呈茶と祝謡の件 

   ２０１８年１月１１日（木）１１：３０～ ロビーにて呈茶 

４．親睦旅行の件 

   ２０１８年６月２日（土）～３日（日） 岐阜・愛知方面 

５．第４２回ロータリー杯少年サッカー大会の件 

   ２０１８年１月２０日（土）に開催 

６．事務局年末年始休務 

   ２０１７年１２月２８日（木）～２０１８年１月４日（木） 

 

地区職業奉仕「講演会」のご案内 

 日 時  ２０１８年１月１４日（日）１３：００～１６：００ 

 場 所  京都テルサホール 

 講演会  第１部 講演「決議23-34への思い」 

        パストガバナー 千 玄室 様（京都ＲＣ） 

       第２部 講演「決議23-34歴史的背景と意味」 

        パストガバナー 刀根荘兵衛 様（敦賀ＲＣ） 

 特に入会３年未満の会員の皆様ご登録よろしくお願い 

 します。（締切１２月１４日） 

 

前回例会報告 

 会長の時間では、１２月は疫病予防の月間です。ポリオ

が目に見えて減少していますが、撲滅のためには毎年４

億人に５５億ドルが必要になると言われています。１２月２

日に彦根総合高校でインターアクトクラブ創立総会があり

ました。彦根南ＲＣは４０周年記念でインターアクトクラブを

設立されました。滋賀県内では草津ＲＣ（ 聖パウロ学園光

泉中学・高等学校ＩＡＣ）、近江八幡ＲＣびわ湖八幡ＲＣ

（ヴォーリズ学園ＩＡＣ）に続いて、３番目の設立になり、３７

名でスタートされます。彦根ＲＣも応援したいと思っており

ます。 

 本日の「私の誇りに思うこと」は赤嶺英光君。

私の会社では今の仕事を少しでも良くしようと

いうことで、改善提案書を出すことになってい

ます。その中から一つ紹介します。あるパート

の方からです。「社会奉仕活動では献血が多

いのですが貧血によって、貢献したくてもできない人がい

ます。他の方法で貢献できないものかと思っています。例

えば医療用ウィッグに使う髪の毛の寄付などがあります。」

他の社員にも聞いてみると家族で「ふるさと園」にピアノの

演奏に行っていたり、スタッフのみんなが社会貢献活動に

参加していることを誇りに思います。私は今年３回目の献

血をして社会奉仕活動をしたいと思います。 

 本日はクラブ細則第３条第１節、第５条第１節に基づき、 

２０１８～２０１９年度理事・役員選出の年次総会が開催さ 

れました。全会員数６６名、うち出席者５０名により、クラブ 

細則第５条第３節により会員総数の２分の１以上の出席が 

あり、年次総会は成立となりました。次に、指名委員会を 

代表して宮川直前会長より経過報告があり、続いて、中川

君、渡邊君、近藤君３名の立会人のもと投票が執り行われ

ました。 立会人を代表して、中川君より結果発表で全員

信任されました。安居（継）次年度会長より本

日の信任ありがとうございました。バランスの

よい構成となりました。次年度理事・役員の

皆様、また全会員の皆様よろしくお願いいた

しますと話されました。 

 ＜２０１８～２０１９年度役員・理事＞ 

  会 長             安居 継彦 

  会長ノミニー         本庄 秀樹 

  副会長             井の下精作 

  幹 事             那須 賢司 

  会 計             本登 忠雄 

  理 事（会員組織）     石原 成郎 

  理 事（公共イメージ）   御代麻理子 

  理 事（クラブ管理運営）  田部 正俊 

  理 事（奉仕プロジェクト） 小田柿喜暢 

  理 事（財団・奨学金）   北村  登 

  ＳＡＡ              瀧沢 隆司 

 

ニコニコ箱 

（本日計 47,000円・累計 1,325,500円） 

月日の経つのは早いもので、今日は年次総会、皆様よろ 

  しくお願いします…小椋君 

総会での次年度役員理事選挙よろしくお願いします 

  …安居（継）君 

総会どうぞよろしくお願いします…宮川君 

年次総会の開催おめでとうございます…宇都宮君 

いよいよ本年もおしせまってきました…田部（泰）君 

ニュージーランドでは２年後タバコ４０００円になります。ち 

  なみに４年前は１５００円でした。日本は税収増優先か 

  健康優先かとまどいを感じます。私も喫煙者のひとりで 

  す…正村君 

スピーチの時間をいただきありがとうございます…赤嶺君 

６４歳の誕生日を迎えられることに感謝して…石原君 

誕生日を祝っていただいて…近本君、宇佐美君 

妻の誕生日を祝っていただいて…岡田（建）君、田部（正） 

  君、近本君 

１２月１５日(金) 長浜東ＲＣ 「成 功 へ の「心 の 法 則」  
 ～営業は奉仕の心で  
 営業アップは地域に 
       貢献し得るもの～」     

１２月１８日(月) 長   浜ＲＣ 「年末家族懇親会 
      （夜間移動例会）」 

１２月１８日(月) 五 ・ 能ＲＣ 「会員卓話」        

１２月１９日(火) 長浜北ＲＣ 「休会」        受付なし    

１２月１９日(火) 彦根南ＲＣ 「国際情勢から見た 
       日本経済の動向」                


