
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（2018.6.14） 

 

お祝い 

ご夫人誕生日 中川君ご夫人蓉子さん（６月８日） 

 

結婚記念日   谷君ご夫妻（５月３１日） 

          戸所君ご夫妻（６月８日） 

          今村君ご夫妻（６月９日）         

 

６月のスケジュール 

６／２  びわ湖大津プロバスクラブ創立総会・式典・祝賀会 

                     （１７：００～琵琶湖ホテル） 

   ２～３  親睦旅行（名古屋方面）  

   ７  第３回Ｈ・ＲＬＩ（１７：００～ホテルサンルート彦根） 

  １０  けやき道清掃（８：００～芹川堤けやき道） 

  １１  浦部謡曲教室（１９：００～千代神社）  

  １４  定例理事会（１３：４０～彦根ビューホテル） 

      謡曲同好会お稽古（１３：４０～彦根ビューホテル） 

  １５  名門ＲＣを訪ねる会（岐阜ＲＣ）  

  １７  ゴルフ同好会第５回ゴルフコンペ 

                        （彦根ＣＣ・双葉荘） 

  ２１  次年度ソングリーダー練習 

                   （１２：００～彦根ビューホテル） 

      謡曲同好会お稽古（１３：４０～彦根ビューホテル） 

  ２５  浦部謡曲教室（１９：００～千代神社） 

  ２８  会長杯ゴルフコンペ（彦根ＣＣ） 

      最終例会（１８：００～エクシブ琵琶湖） 

 

ロータリーの友６月号 必見どころ 

横書き Ｐ１２ 平和の木に、思いを乗せて 

     Ｐ２４ 米山梅吉は本年生誕１５０年を迎えました 

 

縦書き Ｐ５１ ブルーライトにご注意 

     Ｐ５３ 次年度ＲＩテーマ日本語訳について思う 

     Ｐ５５ ＲＩ会長主催平和会議に参加して 

 「 文化的景観を考える 」 

 担当 ： 戸所岩雄 君  

  野菜スープ  

  牛フィレ肉のソテー、ショウガソース 

  野菜サラダ  デザート  コーヒー  パン 

彦根ロータリークラブ週報          ２０１７～２０１８  ＶＯＬ．６６  ＮＯ．３９  
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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３２０４回例会 
２０１８．６．７ 
 
開会点鐘 

君が代斉唱 

ロータリーソング斉唱「奉仕の理想」 

４つのテスト唱和 

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 

 「クラブ管理運営について」 

  担当：クラブ管理運営理事 

           上田勝之     

閉会点鐘 

RC名 Gandevi 国・地域 インド・グジャラート 
設立年 2000 地域番号 3060 
グジャラート州は、インド国内で工業製品が最も盛んな州であり、国内の約4割

を占めている。石油・科学や鉱工業の他に、船舶解体、自動車、繊維などの工業
がある。農産物では綿花、タバコ、落花生、ナツメヤシ、サトウキビ、コメなど
の生産が盛んである。郊外では酪農業も行われ、乳製品の産地でもある。「イン
ド産業の父」と呼ばれるジャムシェトジー・タタや「インド独立の父」と呼ばれ
るマハトマ・ガンディーがこの地方で生まれた。      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（％) 

５月２４日 ６５（１６） ４７（９） １ ８２．７６ 

５月１０日 ６５（１６） ４７（７） ５ ９２．８６ 

出席報告 

他クラブプログラム予定 

親睦旅行報告 

                  親睦活動委員長 上田勝之 

 ６月２日（土）２３名で商工会議所を恵那川上屋に向けて

出発。１５時に到着後、本社に併設された美術館で鎌田

社長による「栗が風を運んだ」をテーマに卓話を拝聴しま

した。恵那栗の再生に力を注ぎ、生産者を優先した経営

をされてこられた経緯や今後は、社員を優先にした経営を

行っていかれるという展望について学びました。その後、

お土産の購入やカフェで栗を使用した製品を味わいまし

た。名古屋へ移り白壁エリアの高級住宅街にある、1,000

坪を有する老舗料亭か茂免にて宴会を行いました。鮑な

どの八寸にはじまり、趣向を凝らした会席料理に皆お酒が

よく進み、若女将の愛らしい対応にも満足しました。 

 翌日は、春日井カントリークラブでのゴルフ組は大舘君

が優勝されました。観光組は徳川美術館の鑑賞と当日

は、徳川園山車揃えの催しがあり５輛の山車が揃い思わ

ぬ楽しみがありました。その後、名鉄犬山ホテルに移動し

昼食と温泉で癒し、織田有楽斎が立てた国宝茶室を有す

る日本庭園「有楽苑」で呈茶を楽しみました。 

 合流後、一路彦根へ。今回は少数での親睦旅行となり

ましたが皆様のご協力のもと楽しい旅となり、親睦を図るこ

とができました。 

前回例会報告 

 会長の時間では、今月は青少年奉仕月間で彦根南ＲＣ

ではＩＡＣを立ち上げられた。我がクラブはＲＡＣ、さらに 

ＲＹＬＡに２名を参加させることができた。本日は去る５月 

１８～２０日ライラ研修に参加した安藤君、北原君にＲＹＬ

Ａの報告をして頂きますと話されました。 

 私の誇りに思うことは戸所岩雄君。歴史と文

化にかかわる仕事をしたいと４０年前イソザキを

やめて彦根にもどり、今までに文化ブラザをは

じめ約７００件の仕事をしてきた。夢京橋や登リ

町などまちづくりにもかかわってきた。今、家族を養えてい

ること、これからもがんばっていきたい。最後に天井桟敷

の寺山修司が好きで「自分を欺いてはだめだ

よ」という言葉が好きです。先日、青森の寺山

修司記念館を訪れることができましたと話され

ました。 

 卓話の時間では青少年委員長の角田君が

安藤君と北原君を紹介し、ご自身も受講で「守破離」の理

念を学び、「リーダーとは人をほめ、人をまきこむことであ

る」と学ばれました。続いて二人がパワーポイントを使って

２泊３日の研修の報告をしました。 

 今年はＲＹＬＡは３８回目で

テーマは「学び、そして創造」会

場は近江八幡の国民休暇村。 

９６名が参加しました。第１日目

は開講式から始まり、第１講は

市川伊三夫氏による「変化への

対応」、第２講は津田久資氏。

考えるというのは何だろう？ 何で？という疑問を持つこと

が大事というお話。知識を知恵に変えるには新聞の第１面

を読みなさいと教えてもらった。第２日目は長命寺港から

沖島へ。船内で嘉田由紀子氏による「私たちにとって琵琶

湖とは」というお話。第４講は沖島小学校（児童１０人）で

「激動する世界経済の中でいかに生きるか」という講義。

人間力をみがくことが大切と学びました。第５講は川口加

奈さんの「誰もが何度でもやり直せる社会を目指して」と題

して話されました。第３日目は班ごと（８班）で発表。その

後、閉講式で幕を閉じました。 

このＲＹＬＡで学んだことは、リーダーになるためには 

①何故？をもつこと 

②発想されるアイデアの広さ＝頭の中に入っているアイデ 

  アの広さ×発想率 アイデアを出すためには新聞を読 

  む、メモ魔になることが大切 

③失敗をおそれないで挑戦すること 

④チームワークとコミュニケーション 

これからの人生､仕事に生かしていきたいと結ばれました。 

お客さま 

安藤広輝君・北原 翔君（ゲスト：ＲＹＬＡ受講生） 

ニコニコ箱 

（本日計 57,000円・累計 2,444,500円） 

ライラ受講生 安藤君、北原君、研修ご苦労様…小椋君 

ライラ受講生の安藤さん、北原さんお疲れ様でした 

  …安居（継）君 

ＲＹＬＡの研修会に参加させていただいて…角田君 

３分間スピーチの時間をいただきまして…戸所君 

本日の次年度理事会よろしくお願いします…安居（継）君 

爽やかなお天気で清々しい気持ちになります 

  …田部（泰）君 

クールビズでさわやか爽快な例会に…安居（秀）君 

バッジ忘れました…松田君 

誕生日を祝っていただいて…浅山君、大舘君、渡邊君 

妻の誕生日を祝って頂いて…宮川君、上西君、大舘君 

結婚記念日を祝っていただいて…赤嶺君、近本君 

皆出席８年です。これからも宜しくお願いします…嶋津君 

皆出席を祝っていただいて…赤嶺君 

ＳＡＡのお許しをいただいて…片岡君、宮川君、上ノ山君 

６月 ８日(金) 長浜東ＲＣ 「米原駅東口周辺まちづくり 」   

６月１１日(月) 長   浜ＲＣ 「湖北の古代史」 

６月１１日(月) 五 ・ 能ＲＣ 「移動例会」     受付あり    

６月１２日(火) 長浜北ＲＣ 「休会」        受付なし 

６月１２日(火) 彦根南ＲＣ 「新会員スピーチ」       


