
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（2018.3.1） 

 

お祝い 
会員誕生日    宇都宮靖雄君（２月６日） 

           和田一繁君（２月９日） 

           堤 秀記君（２月２２日） 

           今村康博君（２月２７日）           

ご夫人誕生日  岡君ご夫人喜美さん（２月２５日） 

結婚記念日   川村君ご夫妻（２月８日） 

           中居君ご夫妻（２月２９日）           

皆出席      石原君…１７年   安居（秀）君…１６年 

 

ロータリー誕生とその成長 

 ２０世紀初頭のシカゴの街は、著しい社会経済の発展の陰

で、商業道徳の欠如が目につくようになっていました。 

 ちょうどそのころ、ここに事務所を構えていた青年弁護士

ポール・ハリスはこの風潮に堪えかね、友人３人と語らって、

お互いに信頼のできる公正な取引をし、仕事上の付き合い

がそのまま親友関係にまで発展するような仲間を増やした

い、という趣旨でロータリークラブという会合を考えました。

ロータリーとは集会を各自の事務所持ち回りで順番に開くこ

とから名付けられたものです。 

 こうして１９０５年２月２３日シカゴロータリークラブが誕生しま

した。 

 それからは、志を同じくするクラブが、つぎつぎ各地に生ま

れて、国境を超え、今では２００以上の国と地域に広がり、クラ

ブ数３５，７２７、会員総数１，２２０，１８５人（２０１７年８月３１日

ＲＩ公式発表）に達しています。 

 そして、これら世界中のクラブの連合体を国際ロータリーと

称します。  

 このように、歴史的に見ても、ロータリーとは職業倫理を重

んずる実業人、専念職業人の集まりなのです。その組織が地

球の隅々まで拡大するにつれて、ロータリーは世界に眼を開

いて、幅広い奉仕活動を求められるようになり、現在は多方

面にわたって多大の貢献をしています。（ロータリーの友２月号より） 

「 最近の歯科医療について 」 

担当 ： 杉本克実 君 

 

幕の内 
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 第３１９２回例会 
２０１８．２．２２ 
 
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 

 「弁天さまとのご縁で４０年」 

   担当：岡田 建三 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 Yeong Dong 国・地域 韓国・ソウル 
設立年 1977 地域番号 3740 
韓国経済の中心であり、世界屈指の経済都市でもある。2014年のソウル都市

圏の総生産は8042憶ドルであり、東京都市圏、ニューヨーク都市圏、ロサンゼ
ルス都市圏に次ぐ世界4位の経済規模を有する。ソウルの面積は韓国全土の面
積に対して0.6%でありながら、全人口の25%が集中する極端な一極集中のも
と、国全体の国民総生産の21%を生み出している。      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（％) 

２月 ８日 ６５（１５） ４２（６） ４ ８２．１４ 

１月２５日 ６５（１５） ３６（４） １０ ８５．１９ 

出席報告 

他クラブプログラム予定 

臨時理事会報告 

１．出席規定免除申請の件 

    藤田益平君（８１才・在籍３９年）より申請があり承認 

２．千本桜プロジェクトの件 承認 

３．最終例会の件 承認 

４．Ｈ・ＲＬＩの件  会議費をクラブで負担 

 

第１回Ｈ・ＲＬＩ報告 

                            小田柿喜暢 

 Ｈ・ＲＬＩ（彦根ロータリークラブ・リーダーシップ研究会）

第１回が、ホテルサンルート彦根を会場に２月１５日（木）

午後５時～７時、１１名の参加で行われました。 

 最初に本研究会のリーダー秋野正誠君が「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

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」という趣旨のもと、まずは、

ロータリークラブを深く知って、次のリーダーを養成するこ

とが目的であることを述べられました。 

 初回は「ロータリーの基礎知識を学ぼう！」という題のも

と、ロータリー用語や目的、現状などの説明でした。研究

会の後は懇談会で、更に、ロータリーについての語らいを

行いました。 

 次回以降は、“ディスカッションリーダー養成”の内容とな

り、事前課題が出されました。 

  第２回 ４月２６日（木） 

  第３回 ６月７日（木） 

 

 

前回例会報告 

 会長の時間では、２月は平和と紛争予防／紛争解決月

間です。明日９日より平昌オリンピックが開幕。平和の祭

典にふさわしく世界中のアスリート達に頑張っていただき

たい。スキージャンプのレジェンド葛西選手が「寒い！」と

言っている位なので平昌は相当寒いのでしょう。寒いと言

えば先日６５周年記念に彦根市へ寄贈した１００本の桜の

植樹の時期がきている。地域とのとながりの事業であり、

すでにさくら保育園様が３０本、城南小学校様が１０本、鳥

居本中学校様が２本、荒神山様が１０本所望されており、

我がクラブも長寿院様のご協力のもと植樹させていただき

たいと思っている。その節は皆様のご協力をよろしくと呼

びかけられました。 

 「私の誇りに思うもの」は安居継彦君。「山の

話」以外で誇りに思うことは、大学時代一流

指揮者が有する合唱会に参加し、活動して

いた。こちらに戻ってからはＲＡＣに入会する

前に「フィルハーモニックしが」に参加し、

唄っていたと話され、会長からまたいつか聴かせていただ

きたいものだと話されました。 

  卓話の時間では、国際奉仕委員長の小田

柿喜暢君が担当。「水と衛生」活動の一環とし

て「手洗い場設置に関する国際奉仕活動」の

ため、１２月ベトナム平和村を訪問された時の

報告をされました。まずは現在のベトナムにつ

いて地図やグラフを使って説明され、経済、在留邦人数、

賃金・・ｅｔｃ。右肩上がりの国であると解説されました。次に

１２月９日ハノイの平和村で老朽化した手洗い場、シャ

ワー、トイレ設備の改修、引き渡し式に秋野団長率いる７

名が参加。その様子をスライドと動画で披露。戦後４０年

以上たった現在も第２世代、第３世代に枯葉剤の影響が

残っていることに衝撃を受けた。今後もこのような活動を

行っていきたいと話されました。詳しくは１月１１日付週報

をご覧下さい。 

 

お客さま 

松本 隆君（彦根南ＲＣ） 

 

ニコニコ箱 

（本日計 45,000円・累計 1,886,500円） 

お世話になります…松本君（彦根南） 

松本さんようこそお越し下さいました…小椋君 

松本 隆理事長ようこそ彦根ＲＣへ…安居（秀）君 

先週例会欠席させていただきました。秋野副会長お世話 

  になりました…小椋君 

卓話の時間をいただきありがとうございます…小田柿君 

「私の誇りに思うもの」をお話しさせていただいて 

  …安居（継）君 

情熱と 融和でめざせ 平和の聖火…正村君 

ニコニコに感謝…北村（登）君 

寒い日が続きます…田部（泰）君 

欠席が続きました…田井中（順）君 

誕生日を祝っていただいて…谷君、宮川君 

妻の誕生日を祝っていただいて…細江君、安居（継）君 

４９回目の結婚記念日を祝っていただいて。来年は金婚 

  式です …秋野君 

４３年も連れ添っています。お祝いありがとうございます 

  …渡邊君 

結婚記念日を祝っていただいて…上田君 

 

彦根ＲＡＣ例会 

３月 １日（木） 「書道例会」  

     １９：３０～食事  ２０：００～例会  於．千代神社  

３月１５日（火） 「ニッチ戦略」 講師：秋野正誠君 

     １９：３０～食事  ２０：００～例会  於．龍鱗  

２月２３日(金) 長浜東ＲＣ 「ユネスコスクール～ 

 長浜西中学校の取組み～」   

２月２６日(月) 長   浜ＲＣ 「クラブ協議会」 

２月２６日(月) 五 ・ 能ＲＣ 「会員卓話」    

２月２７日(火) 長浜北ＲＣ 「日本語の源流カタカムナから 

 紐解く～日本人の使命 

             とは～」         

２月２７日(火) 彦根南ＲＣ 「会員スピーチ」       


