
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（2018.6.21） 

 

お祝い 

会員誕生日   北村昌造君（６月１７日）森育男君（６月２４日)                

ご夫人誕生日 赤嶺君ご夫人美令さん（６月１６日） 

          清水君ご夫人桂子さん（６月１９日） 

結婚記念日   今村君ご夫妻（６月９日） 

          戸所君ご夫妻（６月８日） 

          神野君ご夫妻（６月１４日） 

皆出席      大舘君…９年 

         

芹川堤「けやき道」清掃報告 

                    社会奉仕委員長 今村康博 

 ６月１０日（日）池州橋～芹橋の区間の芹川堤「けやき道」の

清掃活動を行いました。今にも降りそうなお天気でしたが何と

か最後まで降らず、小椋会長を先頭に米山奨学生のバオ君

も交えて総勢２３名と多くのメンバーに参加して頂き、約１時

間ゴミ袋片手に皆で汗をかきました。 

 これで今年度の社会奉仕委員会の活動すべて無事終える

ことができました。皆様ご協力ありがとうございました。 

第４回ゴルフ同好会コンペ報告 

                   ゴルフ同好会幹事 本登忠雄 

 ５月３１日遠征で岐阜カントリー倶楽部にて総勢１０名にて

プレーを行い、成績発表と懇親会を関市にある辻屋さんで美

味しい鰻を頂きました。 OUT IN GROSS  HDCP NET 

優  勝 石原 成郎 君 ３９  ４０  ７９    ６．０ ７３．０ 

準優勝 井の下精作 君 ４６  ４９  ９５   ２１．６ ７３．４    

第３位  本登 忠雄 君  ４８  ５１  ９９   ２４．０ ７５．０ 

    「期末挨拶」 

副会長・幹事・ＳＡＡ・理事 

 

幕の内 
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副会長  秋野正誠    幹 事    田井中 徹 
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 第３２０５回例会 
２０１８．６．１４ 
 
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 

 「私の誇りに思うこと」 

 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 

 「文化的景観を考える」 

  担当：戸所岩雄 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 Ocala South West 国・地域 USA・オカラ 
設立年 2001 地域番号 6970 
オカラはアメリカ合衆国フロリダ州マリオン郡の都市。2013年の推計人口は

57,648人で、フロリダ州では45番目に人口の多い都市である。オカラ市はマリオ
ン郡の郡庁所在地であり、市を中心とするオカラ大都市圏（マリオン郡全体）の
2013年の推計人口は337,362人である。オカラ周辺はケンタッキー州レキシント
ン、イングランドのニューマーケット、フランスのシャンティイなどと並び、世
界でも有数のサラブレットの産地である。           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（％) 

６月 ７日 ６５（１６） ４３（６） ２ ８１．８２ 

５月１７日 ６５（１６） ４６（９） ３ ８４．４８ 

出席報告 

他クラブプログラム予定 

びわ湖大津プロバスクラブ創立記念式典に出席して 

                              森 育男 

 ６月２日（土）に午後５時より琵琶湖ホテルで創立総会式

典が行われ、小椋会長、田井中幹事が親睦旅行のため

代理出席をしました。 

 まず「プロバスクラブ」とは、世界各地のＲＣが社会奉仕

活動の一環として提唱するもので、地域社会の専門職及

び実業家の退職者・セミ退職者に対する活動として推奨し

ている組織でイギリスで１９６５年に組織され、４０００クラ

ブ、３０万人以上の会員と推定されており、日本では１０３

クラブ、２７００人が活動しています。（２０１４年現在） 

 「プロバス（PROBUS）」の語源はPROｆｅｓｓｉｏｎａｌ（専門職

業家とBUSｉｎｅｓｓ Ｐｅｒｓｏｎ（実業家）を短縮した言葉です。 

 プロバスクラブは６０歳以上（女性は５０歳以上）で活動

する能力のある人々が少なくとも月１回以上会合し、ゲスト

スピーカーや会員のスピーチを聞き、同様な環境や興味

を持つ会員との交流と親交により、共感や価値ある活動の

機会を提供し、意義ある生活を推奨することで、日本では

１１１番目、２６５０地区では３番目に大津ＲＣの提唱で本日

設立されました。 

 びわ湖大津プロバスクラブの初代会長には京都大学名

誉教授で滋賀県顧問の笹田昌孝氏が選ばれ、３０名の会

員で出発されました。 

 会員資格は、１．知的職業または専門職業に従事してい

た人 ２．企業及び団体の役員並びに管理職にいた人 

３．行政管理職または他の権限にある職にいた人 ４．１・

２・３項のもしくは伴侶 ４．大津市を中心とする滋賀県及

びその隣接地に居住する者で、通常例会は月１回で毎月

第３木曜日１７時より１時間。入会金は１万円。年会費は１

万円、通常例会費は月額２５００円とし、例会出席時に支

払い、例会のみの出席は１０００円です。（参考までに） 

 

前回例会報告 
 会長の時間では「６月２～３日に親睦旅行が開催され、

歴史ある場所と美味しい食事で思い出深い旅行となりまし

た。また６月２日にびわ湖大津プロバスクラブが発足しまし

た。プロバスクラブとは世界各地のＲＣが社会奉仕事業の

一環として提唱しているもので専門職と実業家の退職者

のために創った親睦団体です。」と話されました。 

 本日の私の誇りに思うことスピーチは小菅一彦君。 

「皆様に誇れるものがありませんので代わりに

趣味について話します。私は新しいもの好き

で多趣味です。その中でも若い頃から続いて

いる趣味が３つあります。本（歴史）とゴルフと

カメラです。今は読書のみです。マンションで

したら本棚で寝る場が無くなるほどの量なので蔵書の数

は誇れるかなぁと思っています。本の８割が歴史本で残り

２割はその時々にのめり込んだ事に関する本です。麻雀

で負ければ麻雀に関する本を、ゴルフに凝れば関連本を

熟読しました。しかし知識で頭を鍛えても実績はなかなか

伴いませんでした。」とユーモアたっぷりに話されました。 

 本日の卓話はクラブ管理運営理事の上田勝之君、テー

マは「クラブ管理運営について」です。 

 「管理運営には４つの委員会があります。１

つ目の出席ですが、ロータリーライフにおける

親睦の第一歩は例会に出席することであり毎

回出席が基本です。欠席の場合は国内外の

クラブ、Eクラブ、またローターアクト等への出

席で必ずメークアップをしていただきたい。２つ目は親睦

活動です。ロータリーの２本柱は親睦と奉仕です。例会の

場で友情を深め学び、自己改善を図り、その結果として奉

仕の心が生まれます。本年度親睦活動委員長として“おも

てなし“を掲げて参りましたがどうでしたでしょうか？３つ目

はニコニコです。ニコニコは関東大震災による被災孤児の

ための資金集めの手段として考案されました。当クラブで

は誕生日、結婚記念日などのニコニコで毎年２００～３００

万円が集まり次年度の奉仕事業として活用されています。

最後のプログラムは創意工夫を凝らして会員が例会に出

席したいと思うような企画を実施することです。本年度は

会員卓話を中心に企画しました。皆さんもプログラムにつ

いて提案されてはどうでしょうか？」と話されました。 

お客さま 

グェン・クォク・バオ君（米山奨学生） 

ニコニコ箱 

（本日計 61,000円・累計 2,505,500円） 

親睦旅行上田君、川村君お世話になりました。そしてあと 

  １ヶ月になりました。よろしくお願いいたします…小椋君 

親睦旅行の会長杯コンペで準優勝とベスグロ（他の人が 

  ・・・）頂きました。料亭「か茂免」も最高でした…秋野君 

楽しい親睦旅行お世話になりました。上田君、川村君に 

  はご苦労様でした。また、小椋会長いろいろお心くばり 

  ありがとうございました…安居（秀）君 

親睦旅行お世話になりありがとうございました 

  …安居（継）君、近藤君 

親睦旅行上田さん、川村さんご苦労様でした。また、ゴル 

  フコンペメンバーと天気に恵まれて優勝させていただ 

  きありがとうございました…大舘君 

岐阜ＣＣでの同好会ゴルフコンペでとても良いゴルフがで 

  きました。上田さん運転ありがとうござました…石原君 

幹事代行をさせていただきます…那須君 

卓話の時間をいただきありがとうございます…上田君 

３分間スピーチの機会をいただいて…小菅君 

欠席が続き申し訳ありません…堤君 

四季が咲く 川面に釣人 子鮎追う…正村君 

梅雨に入ったのが嘘のような良いお天気です 

  …田部（泰）君 

妻の誕生日を祝っていただいて…中川君、宇都宮君 

結婚記念日を祝っていただいて…宇都宮君、谷君 

ＳＡＡのお許しをいただいて…青木君、本登君 

６月１５日(金) 長浜東ＲＣ 「文化が果たす役割」   

６月１８日(月) 長   浜ＲＣ 「東門ＲＣ歓迎例会並びに 
            懇親会」 

６月１８日(月) 五 ・ 能ＲＣ 「フォーラム」    

６月１９日(火) 長浜北ＲＣ 「１年を振り返って」          

６月１９日(火) 彦根南ＲＣ 「役員挨拶」       


