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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３２０６回例会 
２０１８．６．２１ 
 
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 
 「期末挨拶」 
  副会長        秋野 正誠 
  幹 事        田井中 徹 
  会員組織理事     西村  昭 
  公共イメージ理事   嶋津 慶子 
  クラブ管理運営理事  上田 勝之 
  奉仕プロジェクト理事 今村 康博   
  ＳＡＡ        安居 秀泰    
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 

RC名 Bangkok Suriwong 国・地域 タイ王国・バンコク 
設立年 2001 地域番号 3350 
タイの首都でタイ最大の都市であるバンコクはタイ経済の中心であ

り、またラオスやカンボジア、ミャンマーを含むインドシナ半島の経
済圏の中心地でもある。2014年のバンコク都市圏の総生産2917億ドル
であり、世界35位の経済規模を有する。東南アジアでは、シンガポー
ル、ジャカルタに次ぐ都市圏である。        出典：Wikipedia 

お祝い 

結婚記念日 今村君ご夫妻（６月９日）          

理事会報告 

１．日本赤十字協賛の件 雑費より１万円拠出 

２．タスキ新調の件  承認 

３．最終例会の件 

 

岐阜ＲＣ例会訪問 
               名門ＲＣを訪ねる会会長 西村 昭 

 同好会「名門ＲＣを訪ねる会」

は、大阪・東京・京都・名古屋・金

沢・大 津・岡 山・横 浜・広 島・仙

台・静岡・和歌山各ＲＣに次ぐ１３

番目の訪問先、岐阜ＲＣ６月１５

日の例会に同好会メンバー秋

野、藤 田、田 部（泰）、青 木、上

西、西村の６名が出席しました。 

 岐阜ＲＣは昭和１０年４月に日本で１６番目に創立、８３年の

歴史と伝統ある名門クラブです。会員数は８６名で、例会場

は長良川畔の岐阜都ホテルです。 

 会場に入ると交換されたバナーが室内３方向から約１００枚

が吊り下げられていたのが印象的でした。長谷会長、加藤幹

事、テーブル同席のメンバーと名刺交換。開会後、長谷会長

より彦根ＲＣから同好会「名門ＲＣを訪ねる会」の来訪と出席

した私たち６名を紹介され、秋野さんが挨拶、小生が会長と

バナー交換をしました。卓話は岐阜プラスチック工業社長の

大松利幸氏よりテレビ番組で放映された映像によりハニカム

構造体の軽量素材から誕生した新製品「防音パネルのセイ

ント」の紹介がありました。 

 例会閉会後、日本三大仏の一つである黄檗宗金鳳山正法

寺の大仏を拝観し、ロープウェーで金華山に登り、岐阜城天

守閣等を見学して帰途につき、彦根へ帰着後は伊勢幾で夕

食懇親会を開催。天ぷら料理を楽しみながら談笑しました。

ご参加の皆様お疲れ様でした。 



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１４日 ６５（１６） ４４（９） ３ ８１．０３ 

５月２４日 ６５（１６） ４７（９） ４ ８７．９３ 

出席報告 

他クラブプログラム予定 

ゴルフ同好会第５回ゴルフコンペ報告 

                 ゴルフ同好会幹事 本登忠雄 

 今年度最後の第５回ゴルフコンペを６月１７日（日）彦根

ＣＣにて開催、絶好のゴルフ日和の中、総勢１５名にて熱

戦が繰り広げられました。今回のプレーで今年度の年間

チャンピオンも決まるのでいつも以上にプレーに熱が入り

ました。プレー終了後、双葉荘さんにて成績発表と懇親会

を行い、年間チャンピオンは今回の

優勝者でもある井の下君が実力通

りの力を発揮され、見事勝ち取られ

ました。また、次年度会長の赤嶺

君、幹事の上田君が紹介され、美

味しい食事と楽しい時間を過ごすこ

とができました。一年間ご協力あり

がとうございました。 

               OUT IN GROSS HDCP NET 

優  勝 井の下精作君 ４９  ４７  ９６  ２２．８ ７３．２ 

準優勝 大舘 康伸 君 ４４  ４４  ８８  １４．４ ７３．６    

第３位  本登 忠雄 君 ４６  ５５ １０１  ２６．４ ７４．６ 

前回例会報告 

 会 長 の 時 間 で

は、「２ 月 か ら ス

タートした彦根独

自 の H Ｒ Ｌ Ｉ で す

が、未来に向けて

活性化を図ってい

きたいと思って皆

様に多数参加頂きました。PartⅠ～Ⅲまで終了された方

に修了証を授与いたします。」（対象者７名 本庄君、青木

君、岡田眞君、渡邊君、嶋津君、大舘君、那須君） 続い

てＨＲＬＩ委員長の秋野君より「２月から彦根リーダーシップ

研究会を開催しました。情報集会等の意見ではなく本音

で話をして頂き、私自身も大変勉強になりました。形式は

ディスカッションとディベートです。次年度もやりたいという

ことで聞いておりますが、特にディベートができる研究会

ができればと思っています。」と話されました。 

 本日の私の誇りに思うことは岡 銑三郎君。

「彦根ＲＣは１４年前に意義ある業績賞をＲＩか

ら頂きました。ガバナー方針に従ってこの地区

で当クラブだけが最も意義のある素晴らしい業

績を残したことで頂いた唯一の賞です。ガバ

ナーからは青少年に絞った活動をしてほしいということで

した。西中学校で新世代のための会議、彦根翔陽高校で

出前講座、ＲＡＣと共催し文化プラザで行った盲導犬チャ

リティコンサート、彦根ＲＡＣ３０周年記念式典、彦根市立

幼稚園１０か所（園児千名）でのおたのしみおはなしか

い。この中のおたのしみおはなしかいを当時の神谷ガバ

ナーが推薦して頂き賞を頂きました。意義ある業績賞は彦

根ＲＣの誇りであると思っています。小椋会長はこれまで

にないしっかりした目標を立てておられます。また、そのこ

とも誇りに思います。」と話されました。 

  本日の卓話は戸所岩雄君。テーマは「文化的景観を

考える」です。 

①風景、景色、景観、文化的景観とはなにか。

里山、循環型環境に例として、人の営みが加

わった風景を文化的景観といいます。 

②夢京橋が目指したもの ☆生活の豊かさ ☆

文化的景観の創造と保全 ☆商業的コミュニティ 活性化 

☆かかわる人が楽しんでやる ☆喜んでくれる人がいる事 

③第1回ひこね景観サイン賞 たねや美濠の舎 周辺の

景観に調和し、時と共になじみ、風景と同化し、それでい

て 独自性 を有している ☆人々の心に残る景観 ☆桜の

木を残した 

④なごりを残す ☆土塀、枝垂桜を残した景観 ☆ホテル

レイクランド彦根 周辺環境を活性化するプラン設計 ☆

歴史的環境に連なる都市景観 ☆彦根駅周辺の周辺環

境に配慮したデザインの建物 ☆ひこね市文化プラザ 

⑤ＮＰＯ彦根文化デザインフォーラム 自分たちの生活す

る環境をどのように作っていくかを市民の皆様と考えましょ

うということを念頭に掲げながら活動をしています。またご

理解とご協力を頂ければと思います。 

ニコニコ箱 

（本日計 48,000円・累計 2,553,500円） 

彦根ＲＣ独自のＲＬＩ終了いたしました。ご指導いただいた 

  秋野副会長ありがとうございました…小椋君 

ＲＬＩの修了証をいただきまして。本当に秋野さん、小椋さ 

  んにお世話になりました…本庄君 

ＨＲＬＩ無事終了しました…岡田（眞）君 

ＨＲＬＩに無事３回出席することができました。少しは成長 

  できたかしら…渡邊君 

ＨＲＬＩの修了証を頂きまして…青木君、大舘君 

ＨＲＬＩで勉強させていただきました。これからの自分の 

  ロータリーライフに役立てます。かな？…嶋津君 

ＨＲＬＩ、秋野さんお世話になりました…那須君 

「けやき道」清掃活動、ご苦労様でした…田井中（徹）君 

芹川堤「けやき道」の清掃お疲れ様でした…安居（継）君 

卓話の時間をいただきまして…戸所君 

「私の誇りに思うこと」のスピーチの時間を頂いて…岡君 

ごめんなさい 梅雨風邪寝坊の 草むしり…正村君 

バッジ忘れました…大森君 

本年度もあと今日を入れた３回になりました。ニコニコをよ 

  ろしくお願いします…田部（泰）君 

ニコニコは次年度の奉仕活動の資金になります。ご協力 

  よろしくお願いします…安居（継）君 

よろこびに 晴がかさなり 夏が来る…北村（登）君 

妻の誕生日祝 感謝…清水君 

妻の誕生日を祝っていただいて…赤嶺君 

結婚記念日を祝っていただいて…戸所君 

お陰様で９年皆出席することができました…大舘君 

６月２２日(金) 長浜東ＲＣ 「ＲＹＬＡ報告」   

６月２５日(月) 長   浜ＲＣ 「夜間移動例会」  受付あり 

６月２５日(月) 五 ・ 能ＲＣ 「三役離任挨拶」    

６月２６日(火) 長浜北ＲＣ 「移動例会」     受付あり       

６月２６日(火) 彦根南ＲＣ 「最終例会」     受付あり 


