
国際ロータリー・テーマ 

 インスピレーションになろう       
          国際ロータリー会長 バリー・ラシン 

地区テーマ 

 ロータリーを学び、実践し、発信しよう 
           ；Enjoy Rotary 
         第2650地区ガバナー 中川基成 

お祝い 

会員誕生日   嶋津慶子君（７月１３日）  

ご夫人誕生日 山崎君ご夫人テルミさん（７月１６日） 

          堤君ご夫人美紀さん（７月１６日）  

結婚記念日   四方君ご夫妻（７月１３日） 

入会記念日   藤岡聖和君（平成２９年７月１３日） 

          上ノ山眞佐子君（平成２９年７月１３日） 

 

理事会報告（2018.7.5） 

１．Ｈ・ＲＬＩ委員会設置の件 秋野君に委員長を依頼 

２．指名委員会設置の件  承認 

３．監査人の件  中川勝晴君と宮川基司君にお願いする 

４．出席免除申請の件 片岡哲司君より申請があり承認 

５．中川ガバナー公式訪問の件   

６．青少年交換学生募集の件   

７．ロータリー賞の件  目指して活動する 

８．会員増強の件 

９．第１組ＩＭの件 ９月８日（土）バスで参加 

 

謡曲同好会ゆかた会開催       世話役 中川勝晴 

 ７月７日（土）双葉荘さん

において午後６時より恒

例のゆかた会を、謡曲同

好会員１１とご夫人７名に

もご参加いただき開催い

たしました。 

 曲目は「竹生島」「鞍馬天狗」の二曲をそれぞれ役を付

け、地頭を大森さんと北村さんに勤めていただき、つつが

なく謡い納めることができました。我が謡曲同好会は４０年

近い伝統を誇りますが、これもひとえに山崎先生はじめ先

輩諸氏の熱意の賜と感謝しております。今回は上ノ山さん

にもご入会いただき、一段と活気づいております。 

 この伝統ある同好会を維持するためにも、多くの皆さんに

ご入会下さいますようお願いします。 

彦根ロータリークラブ週報            ２０１８～２０１９  ＶＯＬ．６７  ＮＯ．２  

認 証 1952年10月27日 
例 会 毎週木曜日 12時30分～13時30分 
例会場 彦根ビューホテル TEL 0749-26-1111 
事務局 〒522-0063 彦根市中央町3-8 彦根商工会議所３階 
    TEL 0749-23-2101 FAX 0749-26-9272 
    E-mail：hikonerc@topaz.ocn.ne.jp http://www.hikone-rc.org/ 
 
2018～2019年度 会 長  安居継彦    会長エレクト 本庄秀樹   
          副会長  井の下精作   幹 事    那須賢司 
          会 計  本登忠雄    ＳＡＡ    瀧沢隆司  
          パストガバナー 山崎時雄 ガバナー補佐 岡田建三 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アルベロベッロのトゥルッリ（イタリア） 
南イタリアのプッリャ州の町アルベロベッロにある2つの地区

に、合わせて1500軒あまりのトゥルッリがある。白壁に円錐

形の石積み屋根を載せた「トゥルッロ」（複数形が「トゥルッ

リ」）が多数集まった景観を有する。アルベロベッロのトゥ

ルッリは、開拓農民によって16世紀の半ばからの約100年間

に建設された。 

現在では、通りにトゥルッリを利用したおしゃれな店が立ち並

んでいて、世界中から年間100万人以上の観光客が訪れる。                

                     出典Wikipedia 

彦根ＲＣ会長テーマ 

  笑顔でロータリー みんなでロータリー 
       彦根ロータリークラブ会長 安居継彦 

 
 

第３２０９回例会 
２０１８．７．１２ 

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 
 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 
 「新年度理事挨拶」 
 会員組織理事     石原 成郎 
 公共イメージ理事   御代麻理子 
 クラブ管理運営理事  田部 正俊 
 奉仕プロジェクト理事 小田柿喜暢 
 財団・奨学金理事   北村  登 
閉会点鐘 

 

 

幕の内 

「フードバンクひこねを通した地域福祉の取組について」 

ゲスト：社会福祉法人 彦根市社会福祉協議会 

                  会長 圓城治男氏 

今日の食事 

次回例会案内（2018.7.19） 

「目指せ！ 彦根城世界遺産！」 



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  ／  松田充弘  上ノ山眞佐子  青木竺峰  宇佐美雅也 

 会員数 当日出席 ﾒｰｷｬｯﾌﾟ 出席率（％) 

７月 ５日 ６５（１４） ４８（７） ２ ８８．２４ 

６月２１日 ６５（１６） ４７（８） ５ ９１．２３ 

出席報告 

他クラブプログラム予定 

前回例会報告 

 会長の時間では、安居会長より年度初めの挨拶があり、

7/1の「社会を明るくする運動」、7/2の市内各団体への挨

拶まわりについて報告がありました。また、6/28の最終例

会に久しぶりに参加された大塚義和君からのお手紙を披

露されました。 

 米山奨学金の授与の際には、奨学生の

グェン・クォク・バオ君より、簡単なベトナム語

講座があり、皆さん馴染みのない発音方法に

四苦八苦しながら、バオ君の話に聞き入って

いました。 

 卓話の時間は新年度役員挨拶でした。 

 安居会長からは、今年度会長テーマを「笑

顔でロータリー みんなでロータリー」とした理

由として、会員が喜びを感じられ、一部では

なくクラブ全体で活動していきたい、という想

いを説明されました。また、１０項目の具体的

な活動目標について話されました。 

 本庄エレクトは、一年間安居会長のテーマ

に沿って皆さんと一緒に頑張っていくと共に、

会長のそばで学び、次につなげていきたいと

話されました。 

 那須幹事からは、大役に身が引き締まる思

いですが、今一度ロータリーについて学びつ

つ、皆様の協力を得ながらロータリー活動に

励んでいくと共に、各々の目標達成に向け会

長を補佐していきたいと話されました。 

 本登会計からは、嫌な顔をせず笑顔でまわ

りの皆さんに対応していこう、という自身の抱

負と、会計という立場でロータリーについて

様々なことを学び、自身の言葉でロータリーを

説明できるように頑張るので、皆さんよろしく

お願いしますと述べられました。 

 瀧沢ＳＡＡは、谷副ＳＡＡと共に例会の秩序

と品位を保ち、会員各位と意思疎通を図りな

がら魅力ある例会運営に努力していきたい、

と述べられるとともに、「厳しさの中にこそ楽し

みが潜んでいる」という自身のモットーを紹介され、皆の協

力を求められました。 

 

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 115,000円・累計 115,000円） 

いよいよ始まりました。会員の皆様一年間よろしくお願いし 

  ます…安居（継）君 

今年度幹事をさせていただきます。ご協力よろしくお願い 

  いたします…那須君 

安居会長、那須幹事がんばって下さい…藤田君、片岡君

安居丸の出港を祝って…大森君 

安居会長始め役員さん一年間ご苦労さんです…田井中 

  （順）君 

安居会長、役員の方々一年間よろしくお願いします 

  …小菅君 

安居会長年度の船出を祝って。ＭＰＨＦの賞を頂いて。本 

  日は入会記念日､何年になるのか､２８年目かな…岡君 

安居継彦丸の出航を祝す。今期も本クラブが益々輝く年 

  になりますように…西村君 

安居会長、那須幹事始めフレッシュな役員、委員長の皆 

  さんに新しい風をＲＣに・・期待してます…秋野君 

新しい年度が始まりました。今年度もよろしくお願いいたし 

  ます…岡田（建）君 

新年度を迎えて。今年度もよろしくお願いします…宮川 

  君、中川君、北村（登）君、上田君、大舘君、川村君、 

  石原君、瀧沢君、近藤君 

安居会長、那須幹事一年間ご苦労様です…小椋君 

初例会を祝して…安居（秀）君 

安居会長にエール！…川原崎君 

安居会長、本年度はよろしくお願いします…本庄君 

今年度会計を担当します。よろしくお願いします…本登君 

社会を明るくする運動にご参加頂きありがとうございました 

  良い講演を聞くことができました…安居（継）君 

今年度ニコニコを担当することになりました。一年間よろし 

  くお願いします…田部（正）君 

安居会長年度始まりました。今年度もよろしくお願いしま 

  す。ロータリーの友に植樹報告がのりました…嶋津君 

ニコニコの係は終わりましたが、本年度もよろしくお願いし 

  ます…細江君 

新年度第１回例会に際して安居会長ご苦労様です 

  …田部（泰）君 

安居会長の船出 雨降って地かたまる よろしくお願いし 

  ます…渡邊君 

“鈴鹿越え ２時間待ちの うな重か”…正村君 

ＰＨＦ、ＢＦ、米山といっぱいありがとうございます…近藤君 

ＢＦありがとうございます。今年度も宜しく…吉原君 

ＭＰＨＦ４回目をいただきました…安居（継）君 

マルチをいただいて…青木君 

マルチプル２回目をいただいて…小椋君 

家内にお祝いをいただいて…片岡君 

結婚記念日を祝っていただいて…嶽釜君 

今年度も宜しくお願いします｡入会記念日ありがとうござい 

  ます。丸５年を迎えました。皆様のお陰です…今村君 

入会記念日を祝っていただいて…大舘君 

入会記念日を祝って頂いて。２年が過ぎました…角田君 

安居会長の出発を祝して。また、ＳＡＡさんのお許しをい 

  ただいて…青木君 

感謝状ありがとうございました。これからもよろしくお願いし 

  ます…藤井（事務局） 

７月１３日(金) 長浜東ＲＣ 「新年度の抱負」   

７月１６日(月) 長   浜ＲＣ 「休会」 

７月１６日(月) 五 ・ 能ＲＣ 「休会」    

７月１７日(火) 長浜北ＲＣ 「休会」          

７月１７日(火) 彦根南ＲＣ 「休会」       


