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「目指せ！ 彦根城世界遺産！」

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

アントニオ・ガウディの作品群（スペイン）

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
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安居継彦

1952年10月27日
毎週木曜日 12時30分～13時30分
彦根ビューホテル TEL 0749-26-1111
〒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
副会長
井の下精作
会 計
本登忠雄
パストガバナー 山崎時雄

会長エレクト 本庄秀樹
幹 事
那須賢司
ＳＡＡ
瀧沢隆司
ガバナー補佐 岡田建三

第３２１２回例会
２０１８．８．２
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
「会員増強について」
担当：会員増強委員会
閉会点鐘

今日の食事
とうもろこしのクリームスープ 冷製 パン
豚ロース肉のパン粉焼き 青こしょうとレーズンのソース
フレッシュ野菜サラダ 桃と夏の果実のクーリ コーヒー

次回例会案内（2018.8.9）
中川基成ガバナー公式訪問

アントニオ・ガウディは古今東西の折衷様式を唱えたモデルニ
スモの代表的建築家として知られる。26歳の時、パリの博覧会
に出品したのをきっかけに大富豪、エウゼビ・グエイと出会
い、これが元で世界遺産の題名の一部となったグエル公園、グ
エル邸の設計・建築を依頼された。この後、バルセロナ中の富
豪から設計の依頼が来るようになった。これらの一部も世界遺
産に登録されている。
サグラダ・ファミリアの設計・建築では、1926年に亡くなる
までライフワークとして取り組んでいる。完成までに300年は
かかるとされてきたが、新技術の導入もあり没後100周年目に
あたる2026年に完成するとも言われている。

お祝い
会員誕生日

四方清文君（８月６日）
小椋政昭君（８月１１日）
中居隆幸君（８月１４日）
秋野正誠君（８月２１日）
ご夫人誕生日 安居（秀）君ご夫人史さん（８月２日）
藤田君ご夫人敦子さん（８月６日）
松田君ご夫人和美さん（８月１６日）
入会記念日
田部正俊君（平成２年８月２日）
正村嘉規君（平成２９年８月３日）
岡田眞智子君（平成２２年８月５日）
近本和也君（平成２７年８月６日）
四方清文君（平成２９年８月１７日）
大塚義和君（平成２２年８月１９日）
８月のスケジュール
８／２ 定例理事会（１３：５０～事務局）
４ 地区ロータリー財団セミナー
（１３：００～立命館大学朱雀キャンパス）
６ 浦部謡曲教室（１９：００～千代神社）
９ 会長・幹事懇談会（１１：００～彦根ビューホテル）
中川基成ガバナー公式訪問例会
（１２：３０～彦根ビューホテル）
１１ 謡曲同好会早朝練成会（６：３０～大洞弁財天）
１８ 第１回社会奉仕委員長会議
（１３：３０～リーガロイヤルホテル京都）
２０ 浦部謡曲教室（１９：００～千代神社）
２３ 謡曲同好会お稽古（１３：４０～彦根ビューホテル）
３０ 定例理事会（１３：５０～事務局）
ロータリーの友８月号 必見どころ
横書き Ｐ７ 会員増強の可能性 さあ集まろう！
ロータリーの会員増強に成功するヒントを
ご紹介
縦書き Ｐ４ 変化をチャンスに

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

会員増強・公共イメージセミナー報告
広報雑誌副委員長 上田勝之
７月２８日（土）京都商工会議所において、会員増強・公
共イメージ向上セミナーが開催され、安居会長と上西増
強副委員長と上田の３名で参加いたしました。
一部の講演には高崎ＲＣ田中久夫直前ガバナーが講師
として招かれ、一年で５１名の会員増強された秘訣につい
て拝聴いたしました。破壊と創造の覚悟を！と言われるだ
けあって熱い意志と強いリーダーシップを発揮されたこと
がよく理解できました。印象に残ったお話が二つありま
す。ロータリアンが亡くなられる前に、途方に暮れる奥様
に「心配するな。何かあったらＲＣに相談すれば力になっ
てくれる」と。ロータリーは最後の友が出来るところであると
説明されました。もう一つは医師の会員が例会に出席す
るのは大変ですねと尋ねられると「病気を治療する医者は
他にもいるが、クラブ会員は自分だけであり、クラブには自
分が必要である」と紹介されました。二部では、彦根ＲＣが
マイロータリー１００％登録を達成したことが紹介され、マイ
クが回り説明いたしました。
第１１回ワインクラブ開催
藤岡聖和
去る７月１９日（木）同好会「ワ
インクラブ」第１１回例会が開催
されました。
「本日のPresent by BOSS!!」
として、大変レアなスパークリン
グ日本酒 「MIKADO LEMON
-ミカドレモン-（記念限定品）」
が秋野会長よりプレゼントされました。瀬戸内の小さな島
である三角島で一切農薬を使わないレモン栽培を２０１５
年から手がける若者たちによるレモンだけで醸すスパーク
リング日本酒です。レモンのキレの良い酸が感じられ、な
おかつほのかな優しい甘みが感じられる日本酒でした。さ
て、冒頭に秋野同好会会長から数十億円で売買されるワ
インもあり、もはやワインは芸術品であるというお話をされ
ました。今回より新たに１名の新会員を加え、龍鱗の料理
を頂きながら６種類のワインを楽しみました。
次回の例会は、１０月１８日（木）伊勢幾にて開催予定で
すが、今から大変楽しみです。

前回例会報告
会長の時間では、まず瀧沢ＳＡＡより、暑い日が続いて
いることから、当分の間は上着の着用は不要である旨の
連絡がありました。それから、現在長期休会されている会
員さんへのお見舞いに行ってきたこと、また彦根南ＲＣの
例会にも出席し挨拶をしてきたことの報告がありました。
卓話の時間では、まず那須前年度会計から２０１７～１８
年度の決算報告、それから本登会計より２０１８～１９年度
予算書の報告がありました。

引き続き、昨年度入会された浅山禎信君より「新会員ス
ピーチ」がありました。
自身の生い立ちからを写真スライドにコメン
トを付けるスタイルで順に紹介頂きました。長
浜市で浅山家の次男としてお生まれになっ
たこと、小学校から高校までは野球少年だっ
たこと、野球の他にもミニバスケの選手として
近畿大会に出場されたことなど子供時代のお話から、奥
様との出会いの話やご家族のお話までユーモアも交えな
がら紹介をいただきました。

お客さま
岡田建三ガバナー補佐
小堀 仁君（長浜ＲＣ）
ニコニコ箱
（本日計 51,000円・累計 274,000円）
よろしくお願いします …岡田ガバナー補佐
本日お世話になります…小堀君（長浜）
岡田ガバナー補佐、会員の皆様、クラブ協議会よろしくお
願いします…安居（継）君
クラブ協議会よろしくお願いします…那須君
岡田ガバナー補佐、今日はお世話になります…本庄君
竹村前監督が育てた当社硬式野球部が都市対抗野球で
悲願の優勝しました！！（涙）
ＳＡＡさんのお許しをいただいて…嶽釜君
地区青少年奉仕担当者会議に出席させて頂きました
…川村君
川村さん、青少年奉仕担当者会議出席ありがとうございま
した…安居（継）君
卓話のお時間をいただきありがとうございます…浅山君
誕生日をお祝い頂いて。５６才になります…安居（継）君
家内共々誕生祝いただき感謝…戸所君
妻の誕生日を祝っていただいて…川原崎君
皆出席１０年を祝っていただいて…那須君
皆出席をいただきまして。３年目に入りました…角田君
メークアップを活用しながら、一年間出席することができま
した。２年目も引き続きよろしくお願いします…藤岡君
何とか一年マジメに出席できました…上ノ山君
ＳＡＡさんのお許しをいただいて…角田君
彦根ＲＡＣ例会
８月 ２日（木） 「ビアガーデン例会」
１９：００～例会 於．グランドデュークホテル
８月２３日（木） 「守るべき社会のルール」 講師：秋野君
１９：３０～食事 １９：３０～例会 於．龍鱗
他クラブプログラム予定
８月３日(金)

長浜東ＲＣ 「近江学研究所の挑戦」

８月６日(月)

長 浜ＲＣ 「クラブ全員で
会員増強委員会開催」

８月６日(月)

五 ・ 能ＲＣ 「フォーラム」

出席報告
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８月７日(火)

長浜北ＲＣ 「休会」

受付なし
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８月７日(火)

彦根南ＲＣ 「移動例会」

受付あり

会報委員会
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松田充弘

上ノ山眞佐子

青木竺峰

宇佐美雅也

