
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（2018.2.1） 

 

お祝い 
会員誕生日   北村 登君（１月２５日） 

          本登忠雄君（１月２９日） 

 

ご夫人誕生日 細江君ご夫人正子さん（１月２８日） 

          井の下君ご夫人弘子さん（１月３０日） 

 

皆出席      宮川君…１６年 

             

 

第２回青少年担当者会議報告 

青少年副委員長 松田充弘 

 去る１月２０日（土）、京都にて開催された第２回青少年奉仕

担当者会議へ参加をしてきました。 

 主催である地区ＲＹＬＡ委員会による本年度のＲＹＬＡの要

綱説明の後、ＲＹＬＡやインターアクト、ローターアクト、青年

交換プログラムなど、各種青少年奉仕プログラムへの参加者

によるスピーチがありました。スピーチに登壇した皆さんはと

ても２０代とは思えないくらいに堂々とした発表で今後の活躍

を期待できるような方ばかりでした。また、各人がロータリーへ

の感謝とともに、ロータリーのプログラムに参加したことが自ら

の成長のきっかけになったと異口同音に述べられていて、改

めてロータリーで行われている青少年奉仕プログラムの意義

を感じることのできる内容でした。 

 それから最後に青少年交換委員長から、「青少年に対する

虐待やハラスメント防止に関する方針」についての説明もあり

ました。ＲＩからも「ロータリー青少年保護の手引き」として、青

少年と接する際の行動規範が示されていますが、場合によっ

ては会員の除名やクラブの解散にまでつながることもあり、青

少年奉仕を活動の中核としているロータリー運動の根幹をも

揺るがしかねない問題にもなることから、各クラブ各メンバー

の更なる自覚を促す意味での注意喚起もありました。 「新会員スピーチ」 担当 ： 澤田和重 君 

「Ｈ・ＲＬＩについて」 担当 ： 秋野Ｈ・ＲＬＩリーダー 

季節のクリームスープ  

牛肉のブルゴーニュ風 赤ワイン煮 コーヒー パン 

グリーンサラダ オレンジゼリーとケーキの盛合せ 

彦根ロータリークラブ週報          ２０１７～２０１８  ＶＯＬ．６６  ＮＯ．２４  
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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３１８９回例会 
２０１８．１．２５ 
 
開会点鐘 

ロータリーソング斉唱 

 「それでこそロータリー」 

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 

 「創業７０年を目前に！」 

  担当：西村 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 South Cairo 国・地域 エジプト・カイロ 
設立年 1972 地域番号 2451 
カイロは、エジプトの首都。アフリカ、アラブ世界で最も人口の多い都市

であり、その地域を代表する世界都市の一つ。アラブ連盟の本部所在地でも
あり、アラブ文化圏の中心都市でもある。日本の民間研究所が2016年に発表
した「世界の都市ランキング」では世界41位と評価されており、アフリカで
は1位である。                     出典：Wikipedia 



会 長 安居 継彦 直前会長 小椋 政昭 

会長エレクト 本庄 秀樹 理事（会員組織） 石原 成郎 

副会長 井の下精作 理事（公共イメージ） 御代麻理子 

幹 事 那須 賢司 理事（クラブ管理運営） 田部 正俊 

会 計 本登 忠雄 理事（奉仕プロジェクト） 小田柿喜暢 

ＳＡＡ 瀧沢 隆司 理事（財団・奨学金） 北村  登 

副ＳＡＡ 谷  節雄   

２０１８～２０１９年度 役員・理事及び委員会構成 

常任委員会 委員会 委員長 副委員長 委 員 

 会員組織  会員選考 杉本 克実 安居 秀泰  田井中順次 

   石原 成郎  会員増強 （石原 成郎） 上西 信昭  正村 嘉規  宮川 基司 

  職業分類 戸所 岩雄 中川 勝晴  小菅 一彦 

  ロータリー情報 片岡 哲司  清水 克己  山崎 時雄 

 公共イメージ  広報雑誌 （御代麻理子） 上田 勝之  大塚 義和 

   御代麻理子  会  報 松田 充弘 上ノ山眞佐子  青木 竺峰  宇佐美雅也 

 クラブ管理運営  出  席 角田  仁 岡田眞智子  細江 正人 

   田部 正俊  ニコニコ （田部 正俊） 澤田 和重  森  育男 

     親睦活動 近藤市右ヱ門 田井中 徹  四方 清文  嶽釜 信一 

 藤岡 聖和  

  プログラム 川原崎清三 秋野 正誠  岡田 建三 

 奉仕プロジェクト    職業奉仕 和田 一繁 田部 泰男  藤田 益平 

   小田柿喜暢  社会奉仕 （小田柿喜暢） 吉原  保  嶋津 慶子  宇都宮靖雄 

 神野 佳樹 

  青 少 年 赤嶺 英光 川村 嘉昭  岡 銑三郎 

   ローターアクト 大舘 康伸 今村 康博  大森修太郎 

  国際奉仕     小島 充子 浅山 禎信  堤  秀記 

 財団・奨学金  ロータリー財団 （北村  登） 中居 隆幸  北村 昌造 

   北村  登  米山奨学 渡邊 僖子 近本 和也  西村  昭 

地 区 山崎 時雄 

岡田 建三 

正村 嘉規 

安居 継彦 

パストガバナー  

ガバナー補佐 

米山奨学委員 

ＲＬＩ委員                 

 

 



 

 

 第４２回ロータリー杯少年サッカー大会報告 

                    青少年委員長 角田 仁 

 １月２０日(土)、昨年１０月２２日の台風２１号で延期に

なっておりました、彦根ロータリークラブ主催の第４２回ロー

タリー杯少年サッカー大会を開催しました。 

 小椋会長の挨拶で始まり、サプライズで登場された、大

久保市長の挨拶、前年優勝・準優勝チームのカップ返

還、亀山サッカースポーツ少年団の村西隼風君の元気あ

る選手宣誓後、参加１２チームの１５０名の６年生が、４リー

グに分かれ、熱戦が繰り広げられました。１月とは思えない

ほど寒風もなく、天候に恵まれ、選手たちは思う存分サッ

カーを満喫しておりました。午後は、各リーグより勝ち上

がってきた、愛知ホワイトスターＡ、豊栄クラブジュニア、彦

根フットボールクラブ、ＦＥＡＴフットボールクラブの４チーム

で決勝トーナメントを戦い、彦根と愛知Ａの決勝戦、結果

は彦根フットボールが１対０で優勝、３位には、ＰＫ戦(２×

０)で豊栄ジュニアとなりました。 

 大会中、怪我をする選手もいなく、午後３時３０分から表

彰式、小椋会長の講評で無事大会を終えることができまし

た。ロータリアンの皆様には朝早くより準備、後片付けとご

協力をいただきありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

彦根ロータリークラブ・リーダーシップ研究会（Ｈ・ＲＬＩ） 

                           のご案内 
 テーマ “明るく・楽しく・前向きに...そして積極的に” 

 

                   会 長       小椋政昭 

                   Ｈ・ＲＬＩリーダー 秋野正誠 

 

 ＲＬＩ日本支部は、その目的を、リーダーシップの研修を

通じてロータリーの活性化と発展を願い、一人ひとりのロー

タリアンのロータリーへの理解とモチベーションを高め、

リーダーシップを涵養することである。と謳っています。ま

た、地区ＲＬＩは知識を学ぶだけでなく、ものごとの学び方

を学び自己啓発を促し、モチベーションを高め、その上で

リーダーシップを発揮していくと、述べています。 

 

  私たち彦根ロータリークラブは、彦根ＲＬＩ研究会を立ち

上げクラブのために、自分自身のために参加、研修を充

実・実践し経験を積み、親睦活動として捉え、「明るく・楽し

く・前向きに...そして積極的に」をテーマにクラブの刷新性

と柔軟性を育て、現在を見つめ・未来を創造する彦根ロー

タリークラブの活性化を図っていかなければならないと思

います。 

 よって、２０１７～２０１８年度において、Ｈ・ＲＬＩ（彦根ロー

タリークラブ・リーダーシップ研究会）を立ち上げることとい

たしました。 

 

 ＜Ｈ・ＲＬＩの目的＞ 

 クラブや一人一人のロータリアンに、ロータリーを理解し

てもらい、ロータリーの目的、歴史、組織や活動を学び知

り、将来ロータリーの中でリーダーシップを発揮できる指導

者を育成するための一つとして、ＲＬＩ手法に基づき実施す

るものです。 

 

 ◇日 程   第１回 ２０１８年 ２月１５日（木） 

          第２回 ２０１８年 ４月２６日（木） 

          第３回 ２０１８年 ６月 ７日（木） 

 

 ◇場 所   ホテルサンルート彦根 

            （１７：００～研究会 １９：００～懇親会） 

 

☆研究会に参加希望される方は、２月１日までに事務局 

  までお知らせください。 

 

 

臨時理事会報告 
１．地区大会懇親会の件 

   別会場で独自に懇親会をする予定でしたが、地区大会 

   ホストクラブ主催の大懇親会に参加することになりまし 

   た。（登録料は地区大会登録料に含まれています。） 

    ４月８日（日）１７：００～１８：３０ 

                   於．ウェスティン都ホテル京都 

    



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（％) 

 １月１８日 ６５（１５） ４２（６） ２ ７８．５７ 

１２月２１日 ６６（１６） ４３（７） ５ ８４．２１ 

出席報告 

他クラブプログラム予定 

地区ロータリー財団補助金管理セミナーに参加して 

次年度幹事 那須賢司 

 １月２０日（土）立命館大学朱雀キャンパスに於いて、 

「２０１８－１９年度地区ロータリー財団補助金管理セミ

ナー」が行われました。当クラブから安居会長エレクトとと

もに参加しました。 

 セミナーの内容は、田中誠二ガバナー、中澤忠嗣地区

ロータリー財団委員長の開会挨拶の後、財団補助金申請

ハンドブックにより、ロータリー財団補助金の概要説明や

第２６５０地区補助金の解説をされました。その中で「地区

補助金の申請をなるべく早く提出してほしい」、「全クラブ

が補助金申請を行い、補助金を有効活用してほしい」と話

されました。なお、当クラブの２０１８-１９年度の補助金限

度額は５，０００＄です。「事業実施については９月以降で

計画してほしい」と話されました。 

 ロータリー財団補助金 授与と受諾の条件では、小坂資

金管理委員長より、 

 ・ロータリー財団の補助金資金の受領と支払いのみを 

  目的とする銀行口座を別途設けること  

 ・支出明細書の記入方法 ・領収書の添付方法・補助金   

  管理のため、全書類はクラブで５年間保存すること 

などを説明されました。 

 最後に、田中誠二ガバナーの講評、刀根荘兵衛パスト

ガバナーの閉会の挨拶があり終了となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幹事報告 

１．鯖江ＲＣと鯖江北ＲＣが１月１日に合併され、鯖江ＲＣと 

  してスタートされました。 

  これにより地区内のクラブ数は９６ＲＣになりました。 

 

 

前回例会報告 

 本日の会長タイムは、大変ゆったりと時間が流れる中、

「先日１４日、最年少棋士の藤井４段が佐藤名人に勝って

準決勝に進んだ。若者の活躍が将棋界の活性化を喚起

している。ロータリークラブも若者（新しい人）のリーダー

シップが求められる。今までは先輩達の経験から学んで

いたが、今回Ｈ・ＲＬＩ（彦根ロータリークラブ・リーダーシッ

プ研究会）を立ち上げ若者（新しい人）の学びの場にした

い。是非参加して学んでいただきたい」と呼びかけられま

した。 

 「私の誇りに思うもの」は中居隆幸君。仕事（キ

リンビール）を通じて社会貢献、地域サービス

を実践している。２０１３年ＣＳＶ（クリエイティン

グシェアードバリュー）即ち「お客様や社会と

共有できる価値の創造」を立ち上げ、「健康」

「地域社会」「環境」という社会課題に取り組み、お客様と

共に幸せな未来を目指しているところ。ロータリーの「職業

奉仕の理念」「近江商人の三方良しの考え方」に通じ、

「世間良し」の企業を目指していると力強く話されました。 

 卓話の時間は「地区別職業奉仕担当者懇

談会と職業奉仕のアンケート結果」というテー

マで吉原 保職業奉仕委員長が担当されまし

た。１０月２１日の懇談会の資料をスライドにし

て報告されました。ＲＩ職業奉仕の最新情報、

また、人道的奉仕の目標を確認し、実施する職業奉仕プ

ロジェクトが会長賞受賞目的を満たす戦略計画の３本柱

を実現する。さらに「職業奉仕入門編」「職業奉仕と対社

会奉仕」の話、「決議２３－３４」の話など内容の濃いお話

でした。 

 

ニコニコ箱 

（本日計 124,000円・累計 1,771,500円） 

今日まで貴会において学ばせて頂いた数々の経験と友 

  情に感謝いたします…松本君 

彦根ＲＬＩ研究会、皆様のご参加お待ちしています。ポリオ 

  撲滅活動募金もよろしく…小椋君 

厄除大祭好天に恵まれ無事終わりました。感謝 

  …岡田（建）君 

初春早々欠席で失礼しました。本年もどうぞよろしくお願 

  いします…細江君 

本日卓話の機会をいただきありがとうございます。お聞き 

  苦しいと思いますが、よろしくお願いします…吉原君 

３分間スピーチの機会を頂きましてありがとうございます 

  …中居君 

ようやく数え年傘寿となりました。長生きが良いのかどうか 

  これからもお世話になります。よろしく…大森君 

誕生日を祝っていただいて…西村君 

結婚記念日を祝っていただいて…北村（昌）君 

ＳＡＡのお許しをいただいて…岡田（建）君、本登君 

１月２６日(金) 長浜東ＲＣ 「夜間移動例会」   

１月２９日(月) 長   浜ＲＣ 「専門人材採用で 

      経営革新を目指す」 

１月２９日(月) 五 ・ 能ＲＣ 「新年例会」     受付あり        

１月３０日(火) 長浜北ＲＣ 「休会」       

１月３０日(火) 彦根南ＲＣ 「スポーツ新聞報道から見た 

        スポーツの流れ」               


