
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 

ご夫人誕生日 片岡君ご夫人京子さん（７月５日） 

          神野君ご夫人真紀さん（７月６日）               

結婚記念日   嶽釜君ご夫妻（７月１１日） 

入会記念日   大舘康伸君（平成２０年７月３日） 

          岡 銑三郎君（平成３年７月４日） 

          角田 仁君（平成２８年７月７日） 

          今村康博君（平成２５年７月１１日）  

 

７月のスケジュール 

７／１ 社会を明るくする運動（１３：３０～ビバシティ彦根） 

     県下ＲＣ２０１７～２０１８年度会長幹事会 

             （１８：３０ホテルボストンプラザ草津） 

   ２  挨拶まわり（１０：３０～） 

   ５  定例理事会（１３：４０～事務局） 

      謡曲同好会お稽古（１３：４０～彦根ビューホテル） 

   ７  謡曲同好会ゆかた会（１８：００～双葉荘） 

   ８  ＲＬＩパートⅠ研修会（９：４５～京都文教学園） 

   ９  浦部謡曲教室（１９：００～千代神社） 

  １２ 歴代会長幹事合同懇親会（１８：００～双葉荘） 

  １５ ＜滋賀ブロック＞米山奨学生集会及び懇親会 

              （１１：００～クサツエストピアホテル） 

     職業奉仕担当者研修会 

                  （１３：００～メルパルク京都）  

  １９ 謡曲同好会お稽古（１３：４０～彦根ビューホテル） 

     第１１回ワインクラブ（１８：００～龍鱗） 

  ２１ 第１回青少年奉仕担当者会議 

                  （１３：００～京都商工会議所） 

  ２２ 青少年交換担当委員長会議 

               （１３：３０～キャンパスプラザ京都） 

  ２６ クラブ協議会（１３：４０～彦根ビューホテル） 

  ２８ 会員増強・公共イメージ向上セミナー 

                 （１３：００～京都商工会議所） 

  ３０ 浦部謡曲教室（１９：００～千代神社）  
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          副会長  井の下精作   幹 事    那須賢司 
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法隆寺地域の仏教建造物 
奈良県生駒郡斑鳩町にある法隆寺および法起寺の建造物から構

成され、1993年に世界文化遺産に登録された。 

この遺産には法隆寺の建造物47棟と法起寺の三重塔を加えた

48棟が含まれる。この地域の仏教建築物は聖徳太子と縁が深

く、中国の六朝時代の建築の影響を多大に受けている。特に、

法隆寺の西院伽藍は、世界最古の木造建築として国際的にも著

名である。                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３２０８回例会 
２０１８．７．５ 

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 
 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 
 「新年度役員挨拶」 
   会 長    安居継彦 
   会長エレクト 本庄秀樹 
   幹 事    那須賢司 
   会 計    本登忠雄 
   ＳＡＡ    瀧沢隆司 
閉会点鐘 

 

  マッシュルームのスープ  デザート  パン   

  鯛のマルセイユ風（ブイヤベース） グリーンサラダ 

新年度役員・理事挨拶 

今日の食事 

次回例会案内（2018.7.12） 

「目指せ！ 彦根城世界遺産！」 



『笑顔でロータリー みんなでロータリー』 

                         会長 安居継彦 

 彦根ロータリークラブは、１９５２年に国内

８５番目に創立された、歴史と伝統ある

ロータリークラブです。昨年度６５周年を迎

え、地区内においても様々な面で、他のク

ラブの模範とされるべき活動を行っていま

す。 

 この歴史と伝統ある彦根ロータリークラブの会長を拝命

しましたことは、重い責任を感じています。彦根ロータリー

クラブは、地域社会と共にあり、また世界と共にありたいと

考えています。 

 ２０１８～１９年度の会長テーマを『笑顔でロータリー み

んなでロータリー』といたしました。ロータリークラブで活動

される目的は様々だと思いますが、ロータリーで活動する

ことによって、何らかの喜びが感じられる活動でありたいと

考えます。また、ロータリーの活動は、一部の人だけがや

るのではなく、クラブ全体、あるいは委員会全体で活動し

ていきたいと思います。このような気持ちから、この会長

テーマを決定しました。会員皆様のご協力をよろしくお願

いいたします。 

 

具体的な活動目標 

 

○安らかでくつろげる例会運営 

例会参加がロータリーの基本だと思います。伝統を守りつ

つ、参加して良かったと思える例会にしていきたいと思い

ます。ゆっくりと食事と会話を楽しんでいただき、卓話を充

実したものにして出席率の向上を図りたい。 

 

○社会に貢献する奉仕活動の実行 

奉仕活動もロータリーの基本です。例年通り、社会奉仕、

青少年奉仕、職業奉仕、国際奉仕に全力で取り組んでい

きたい。各奉仕活動への会員の出席者を増やしたい。 

 

○会員増強の強化 

常に会員増強がロータリークラブには必要です。長期的

目標「チャレンジ７０」を受け継ぎ、会員全員で取り組み、

純増２名以上、新入会員５名以上を達成したい。 

 

○親睦活動・同好会活動の充実 

充実した活動を笑顔で行うために、親睦旅行や移動例会

などの親睦活動を充実し、また、同好会活動を支援し会

員の親睦を深めたい。 

 

○財団、米山への貢献 

米山奨学生のグェン クォク パオさんが４月から２年間支

援することになり、全力でサポートしていきたい。また、地

区からの財団・米山などの寄付要請額を達成したい。 

 

○公共イメージの向上と週報の充実 

昨年度まで築いてこられた各メディアとの良好な関係を維

持発展させ、ロータリー活動の認知度を上げたい。充実し

た週報を発行したい。 

 

○情報集会、Ｈ・ＲＬＩの充実 

ガバナー方針で「ロータリーを学ぶ」が示されました。学び

の場として情報集会、昨年度から始まった、Ｈ・ＲＬＩを引き

続き行いたい。 

 

○病気等で例会に出席できていない会員のサポート 

いろいろな状況で例会に出席できない会員に連絡を取

り、サポートしたい。 

 

○ローターアクトクラブへの支援 

長年ローターアクトクラブを提唱しているので、アクトが充

実した活動ができるように支援したい。ロータリーの活動に

も参加できるよう、声をかけたい。 

 

○ロータリー賞の達成 

地区ガバナーからロータリー賞への挑戦を奨励されてい

ます。充実したロータリー活動の目安として各項目の達成

を目指します。 

 

ご挨拶 

                         幹事 那須賢司 

 歴史と伝統のある彦根ロータリークラブの

幹事という大役を仰せつかりまして、身の引

き締まる思いでございます。 

 今年度、安居会長は「笑顔でロータリー、

みんなでロータリー」をテーマに掲げられま

した。 

 また、具体的な活動目標として「安らかでくつろげる例会

運営」や「社会に貢献する奉仕活動の実行」などを挙げら

れました。 

 私が彦根ロータリークラブに入会させて頂き、早いもの

で１０年が経過しました。今一度、ロータリーについて学

び、先輩の方々をはじめ皆様の協力を得ながら、積極的

にロータリー活動に励んで行きたいと思います。 

 そして、各々の目標達成に向け、微力ながら安居会長を

補佐し、努力して行きたいと思います。 

 メンバーの皆様のご協力の程、よろしくお願い申し上げ

ます。 

  

ご挨拶 

                         ＳＡＡ 瀧沢隆司 

 本年度良き伝統と歴史の深みある彦根

ロータリークラブのＳＡＡ（会場監督）を拝命

いたしました。 

 クラブ例会を始め全ての会合が秩序と品

位を保ち、永い歴史の中で培われてまいり

ました伝統、習慣を大切にしながら、クラブ

の基本であります「親睦から奉仕へ」の出発点となる例会

となりますよう会員各位と意思疎通をはかり、楽しく語り友

情を深めつつ、目に見えない・言葉で語れない「心の充

実」を起点としたロータリーの魅力を得られる例会等の運

営に努力してまいります。 

 『厳しさの中にこそ楽しみが潜んでいる』 

 会員各位のご協力をお願いいたします。 



ロータリーの友７月号 必見どころ 

横書き Ｐ８～ ＣＡＬＬ ＭＥ ＢＡＲＲＹ 

     Ｐ３５  ガバナーの横顔   中川基成ガバナー 

縦書き Ｐ４  音楽教育は人間教育 

     Ｐ２５ 創立６５周年桜を記念植樹    彦根ＲＣ  

 

2018～2019年度理事会報告（2018.5.24） 

 １．次年度委員会構成の件  承認 

 ２．会長・幹事・ＳＡＡ代行順位の件 

     会長 ①井の下副会長 ②本庄会長エレクト 

       ③小椋直前会長 

   幹事   ①本登会計     ②石原会員組織理事 

        ③小田柿奉仕プロジェクト理事 

     ＳＡＡ ①谷副ＳＡＡ   ②北村（登）財団奨学金理事  

       ③田部（正）クラブ管理運営理事 

 ３．次年度事業計画案・事業予算案の件  承認 

 ４．次年度プログラムの件  承認 

 ５．ソングリーダーの件 

   ◎田井中 徹 松田充弘 上西信昭 上ノ山眞佐子 

    澤田和重 四方清文 藤岡聖和 和田一繁  

 ６．次年度お祝品の件 

    今年度より入会記念日を設ける（筆ペンセット） 

    会員誕生日（刺し子ティーマット・コースター･クッキー） 

    配偶者誕生日（お花）配達 例会ではカードを渡す 

    結婚記念日（スパークリングワイン） 

 ７．次年度皆出席お祝品の件 

    １～４年  バッジ  

    ５年周期 マンスリーカレンダー付時計 

    他の年  図書券 

 ８．次年度週報の件 承認 

 ９．財団袋の件  承認 

10．米山袋の件  承認 

11．社会を明るくする運動参加の件   

    ７／１開催 メーキャップ扱いとする 

12．挨拶回り  ７月２日 会長・幹事・公共イメージ理事 

 

社会を明るくする運動報告 

                社会奉仕委員長 小田柿喜暢 

 ７月１日（日）にビバシティ彦根を会場に「第６８回社会を

明るくする運動・青少年健全育成彦根市大会」が開催さ

れました。当大会には彦根ＲＣは彦根市推進委員として

協力しています。 

 推進委員長や大会長などの開会の挨拶に続き、小学生

の部・中学生の部・一般の部の標語や作文の表彰、中学

生の入選作文の朗読に続き、長谷川満さん（家庭教師シ

ステム学院代表）により「子どもを幸せに伸ばす１０の秘

訣」というテーマで講演がありました。講演では、子供との

コミュニケーションだ

けでなく、夫婦間のコ

ミュニケーションも含

めて、絵本の読み聞

かせや、ドラえもんを

例にして分かり易くお

話をされました。 

前回例会報告 

 ６月２８日（木）にエクシブ琵琶湖にて、２０１７～２０１８年

度の最終例会が開催されました。 

 会長挨拶の後、来賓としてご出席の大久保彦根市長よ

り、千本桜プロジェクト協力の感謝状をいただき、お礼の

挨拶をされました。その後の幹事報告では、ＲＩ会長賞の

残りの項目にも全てリボンが付き、万歳三唱で喜びを分か

ち合う時間となりました。 

 今年度最後の「私の誇りに思うこと」その大トリ

を飾るのは、当クラブ最古参の田井中順次君。

在籍年数４３年と、人生の半分をロータリーとと

もに歩んでこられたということで、「元気にやっ

てこられたことが何よりの誇りです。」という言葉

には、短いながらも感慨深いものがありました。 

 卓話の時間では、期末挨拶として、６５周年

実行委員長の森君、小椋会長が登壇されまし

た。森君からは、会長の命を受けて始まった６５

周年に関する様々な事業について振り返り、

改めてメンバー皆さんに対する協力へのお礼

を述べられました。小椋会長からは、６５周年

の節目の年に会長が出来たことへの感謝、本

年度ＲＩ会長賞を目指そうと考えた想いの話な

ど、一つ一つの取り組みを振り返るように気持

ちを込めて話されていました。会長バッジの交

換があり、小椋会長から安居（継）会長エレクト

へ引き継がれました。安居（継）会長エレクトか

らは次年度に向けた決意とメンバーの皆様へ

の協力のお願いを力強い言葉で述べられました。 

 その後、一年間常に先頭を走ってこられた小椋会長と田

井中（徹）幹事へ上ノ山君と藤井さんから花束の贈呈があ

りました。続いて事務局の藤井さんへも感謝状と記念品贈

呈のサプライズがありました。  

  

  

  

 

   

  

   

   

 

 

 

 

 

 

  

 宮川直前会長の乾杯で始まった懇親会では、まず冒頭

に約一年ぶりの例会出席となった大塚君からの挨拶があ

り、皆さんの心配を吹き飛ばすように元気な姿を見せてい

ただきました。一年間の活動の振り返りのスライド上映の

後、歓談の時間に入り、皆さんお酒を酌み交わしながら一

年間の労をねぎらいあいました。 



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  ／  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（％) 

６月２８日 ６５（１６） ５４（１１） ６ １００ 

６月１４日 ６５（１６） ４４（９） ５ ８４．４８ 

出席報告 

他クラブプログラム予定 

 アトラクションとして、格付けゲームやじゃんけん大会な

ど、上田親睦委員長の司会のもと大いに盛り上がりまし

た。最後に、秋野副会長の中締めの挨拶、正村君指揮に

よる「手に手つないで」の合唱によりお開きとなりました。 

 今回の最終例会は今年度５回目の出席率１００％とな

り、有終の美を飾る結果となりました。 

 

ニコニコ箱 

（本日計 236,000円・累計 2,829,500円） 

最終例会、会員の皆様一年間お世話になりありがとうござ 

  いました。お陰様にてＲＩ会長賞達成しました…小椋君 

創立６５周年事業無事終わりました。皆様のご協力ありが 

  とうございました。小椋会長ご苦労さんでした。また７０ 

  歳の誕生日を祝っていただいて…森君 

今年は小椋会長のリーダーシップのもと本当に良くやって 

  頂きました。ご苦労様でした。大塚さんお帰り…秋野君 

小椋会長始め役員の皆さん一年間ご苦労様でした。スピ 

  ーチの時間をいただいて…田井中（順）君 

会長以下役員の皆様一年間お世話になりました 

  …小菅君 

会長のお役目一年間ご苦労様でした。次年度副会長を 

  拝命しました｡ご指導宜しくお願い致します…井の下君 

一年間大変お世話になりありがとうございました…田井中 

  （徹）君 

実り多い素晴らしい一年でした。小椋会長、田井中幹事 

  お疲れ様でした。バッジを忘れました…西村君 

ニコニコへのご協力に感謝 …北村（登）君 

出席率１００％５回目ありがとうございます…石原君 

最終例会お世話になります。大塚さんの参加を祝って 

  …那須君 

今年度一年間に感謝…清水君 

一年間お世話になりました。小椋会長、田井中幹事ご苦 

  労様でした…宮川君 

小椋年度の最終例会を祝して…安居（秀）君 

五月晴 有終の美飾り 君は去る…正村君 

今年一年お疲れ様。ありがとう…川原崎君 

小椋会長、田井中幹事一年間ご苦労様でした 

  …谷君、本庄君 

小椋会長一年間ありがとうございました。親睦委員会の皆 

  さん今日はお世話になります…嶋津君 

最終例会を迎えて。親睦さんお世話になります 

  …田部（泰）君 

最終例会無事終えました。財団もクリアー出来ました 

  …岡田（眞）君 

この度長男に社長職を譲りました。これからどこまで続けら 

  れるか解りませんが楽しい人生を送りたいと思います 

  …清水君 

昨年５月１９日脳出血で入院以来、ご心配とご迷惑をおか 

  けいたしました。今日は久しぶりに皆さんとお会いでき 

  こんなうれしいことはございません…大塚君 

大塚さん元気になられて何よりです。久しぶりにお会いし 

  てうれしい限りです…谷君 

一年間お世話になりました。今年度は週報担当でした。 

  １３回無事務めることができました。ありがとうございまし 

  た。親睦さん最後までご苦労様でした。大塚さんお久 

  しぶりです…渡邊君 

一年間お世話になりありがとうございます。最終例会を祝 

  して…青木君、石原君 

今年度も無事に終わりました。皆様お疲れ様でした 

  …今村君 

最終例会、本年度ありがとう。来年度もよろしくお願いしま 

  す…小田柿君 

小椋会長はじめ役員の皆様、また各委員長の皆様一年 

  間お疲れ様でした…宇佐美君、安居（継）君 

一年間お疲れ様でした。会員増強最後までご協力いただ 

  きまして誠にありがとうございました…和田君 

小椋会長一年間大変お疲れさまでした…赤嶺君 

最終例会よろしくお願いします…浅山君、堤君、四方君、 

  嶽釜君、松田君、宇都宮君 

一年間有難うございました…瀧沢君、上ノ山君、御代君 

最終例会お世話になります…岡君、本庄君、岡田（建）君 

一年間ご苦労様でした…大森君 

一年間お世話になりました。ありがとうございました…小島 

  君、藤田君、近本君、田部（正）君、中川君、上田君、 

  角田君、杉本君、細江君 

最終例会今年一年皆様お疲れ様でした…大舘君 

今年度ご苦労様でした…近藤君 

楽しい一年間を過ごさせていただきました…上西君 

最終例会よろしくお願いします。娘がエクシブ琵琶湖でお  

  世話になっております…川村君 

最終例会を失礼して…片岡君 

 

彦根ＲＡＣ例会 

７月 ５日（木） 「所信表明」         於．龍鱗 

              １９：３０～ 例会  

 

７月２２日（日） 「ゾーン代表公式訪問」  於．龍鱗 

              １９：３０～ 例会  

７月 ６日(金) 長浜東ＲＣ 「新年度の抱負」   

７月 ９日(月) 長   浜ＲＣ 「新年度方針発表」 

７月 ９日(月) 五 ・ 能ＲＣ 「新年度三役就任式」    

７月１０日(火) 長浜北ＲＣ 「新年度の抱負」          

７月１０日(火) 彦根南ＲＣ 「理事挨拶」       


