
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   赤嶺英光君（９月２５日）              

ご夫人誕生日 浅山君ご夫人あきさん（９月１１日） 

          北村（昌）君ご夫人タエ子さん（９月１９日）          

結婚記念日   澤田君ご夫妻（９月１５日） 

入会記念日   藤田益平君（昭和５３年９月１４日） 

          北村昌造君（昭和５５年９月２５日） 

 

ロータリーの友９月号 必見どころ 

横書き Ｐ７  いっしょに笑顔 

           国内の子どもの貧困対策・居場所づくり 

縦書き Ｐ４  子どもも大人も地域も育つ 

           包括的なこども食堂 

 

第１組ＩＭ報告         出席副委員長 岡田眞智子 

 第１組ＩＭが９月８日（土）野洲ＲＣのホストのもとびわ湖大

津プリンスホテルにて開催されました。県下２１クラブ５１０

名の出席者があり、彦根ＲＣからは２５名が出席しました。 

 今回のテーマは「びわ湖の過去・現在、そして未来に向

けて」。 第１部、中川ガバナーによる開会点鐘、挨拶に続

いて、第２部フォーラムでは、工学博士の佐藤祐一氏（滋

賀県琵琶湖環境科学研究センター主任研究員）が「Yes」

「No」のクイズ形式で琵琶湖の環境保全、再生に向けての

取り組みについて話されました。ホストクラブの野洲ＲＣ社

会奉仕副委員長の松沢松治氏による事業発表では「今、

びわ湖の環境に異変が起こっている。 漁師での経験を生    
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チャン・チャン遺跡地帯（ペルー） 
紀元１１００年頃からインカに征服されるまで栄えた王国文

化、チムー文化の都市跡。チムー王国とは、エクアドル国境沿

い７００km余りの地域を支配下とした、紀元１１００年頃か

ら、インカに征服されるまで栄えていた王国文化である。主神

殿、儀式の広場、墓地、食料倉庫など、計８つの区画からなっ

ている。また、遺跡の壁にはチムー時代の特徴でもある、鳥や

魚をモチーフにした浮き彫りが続いている。チャンチャンとは

「輝ける太陽」の意。 

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３２１７回例会 
２０１８．９．１３ 

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 

 「My ROTARYのログインの仕方と 

             活用法」 

   担当：広報雑誌委員会 

      委員長 御代麻理子 

閉会点鐘 

 

 ジャガイモとタマネギのスープ 

 鯛のポワレ、季節野菜添え  サラダ 

 季節のフルーツ ブドウのゼリー添え パン コーヒー 

（2018.9.20） 休会 

（2018.9.27） 「心の健康とピアサポート 」 

            担当 ： 上ノ山眞佐子 君 

今日の食事 

次回例会案内 

「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（％) 

９月 ６日 ６４（１５） ４６（６） ２ ８７．２７ 

８月２３日 ６４（１５） ４７（８） ４ ８９．４７ 

出席報告 

他クラブプログラム予定 

かして小学５年生と共に葦の苗植え、また、ふれあい森づ

くりをしています。」と 【山から湖までの活動】を報告されま

した。 

 式典終了後の懇親会では、野洲出身の皆様による高校

生ダンスパフォーマンス、フラダンス、ピアノ弾き語り等が

ありました。食事には琵琶湖の湖魚、鮎、ふなずし、もろこ

をいただきました。退席者もなく、最後は「手に手つない

で」を合唱し閉会となりました。 

 

会長杯ゴルフコンペ報告  

                             嶽釜信一 

 たくさんの倒木が台風の

傷跡を残すなか、絶好のゴ

ルフ日和で、９月６日（木）

彦根カントリー倶楽部にお

いて会長杯ゴルフコンペが

１０名の参加で開催されま

した。  

 結果は、優勝が澤田君、準優勝（ベスグロ）が秋野君、３

位が安居（継）君でした。優勝の澤田君は会長賞、ニアピ

ン賞２本に加え、当日会長が奮発したバーディー賞を２本

獲得し、まさに澤田君デーでした。バーディー賞は、会長

も驚く全部で６本。次回の会長杯では、ぜひ多数の方に

ご参加いただき、２桁バーディーを目指しましょう！！ 

                 OUT IN GROSS HDCP NET 

優 勝  澤田和重 君  ４９  ５１  １００  ３０．０ ７０．０ 

準優勝  秋野正誠 君  ４３  ４１   ８４   ９．６ ７４．４ 

３ 位   安居継彦 君   ４６  ５２   ９８  ２２．８ ７５．２ 

 

前回例会報告 

 本日の例会は納涼例会で、例会を志賀寮で予定してお

りましたが、台風の被害にあわれ、急遽、滋賀銀行彦根支

店様の会議室にて行いました。例会には彦根ＲＡＣから２

名が出席してくれました。 

 会長の時間では、冒頭に、彦根でも観測史上最高の風

速を計測し、各所で様々な被害が生じた台風２１号と、６

日未明に北海道で発生しこちらも多くの人命が失われる

など、甚大な被害をもたらした震災について触れられ、被

害に合われた方々へのお悔やみお見舞いの言葉があり

ました。例会終了後は、滋賀銀行の四方君のご厚意で、

彦根支店を見学させていただきました。歴史あるこの建物

は、有事の際も彦根市民の財産を守れるように当時の技

術の粋を集めて作られたとのことで、９６年目を迎えた今も

現役として活躍しています。 

 見学後は伊勢幾さんに場所を移しての納涼懇親会。残

りのＲＡＣメンバーも加わり、おいしい「うおすき」とお酒に

舌鼓をうちながら、（疑惑の？）くじ引き抽選会など楽しい

時間を過ごしました。近藤委員長をはじめとする親睦委員

会の皆さん、台風の影響などで急な予定変更があるな

か、大変ご苦労様でした。 

お客さま 

田中雄哉君・安居佳彦君・清水由加里さん 

寺澤 舞さん・川嵜海知君（彦根ＲＡＣ） 

 

ニコニコ箱 

（本日計 77,000円・累計 580,000円） 

台風、地震と災害が続きます。お見舞い申し上げます 

  …安居（継）君 

本日の会長杯ゴルフコンペ、澤田さん優勝おめでとうござ 

  います…安居（継）君 

納涼例会、親睦の皆さんお世話になります。四方支店長 

  ありがとうございます…那須君 

古い建物で申し訳ありません…四方君 

折角の志賀寮の見学、台風のため中止となり残念です。 

  次回よろしくお願いします。本日はお世話になります 

  …大森君 

・会長杯コンペでベスグロ準優勝頂きました。 

  ・ありがとう！！滋賀銀行さん…秋野君 

納涼例会お世話になります…安居（継）君、田井中（徹） 

  君、青木君、小田柿君、上田君、御代君、西村君、角 

  田君、吉原君、瀧沢君 

納涼例会感謝…清水君、北村（登）君 

四方支店長、大変お世話になります…田部（正）君、石原 

  君、藤田（益）君、和田君、安居（秀）君、岡君、本庄君   

四方支店長ありがとうございます…井の下君 

納涼例会お世話様。四方さんお世話になります。寮の塀 

  残念ですね…渡邊君 

銀座を代表する古い建物での例会、百三十三銀行よりの 

  建物。四方支店長お世話になります…小島君 

今日はお世話になります…嶋津君、細江君 

納涼例会、親睦さん、四方さんお世話になります…宮川 

  君、杉本君、小椋君、森君、田部（泰）君、大舘君 

納涼例会よろしくお願いします…嶽釜君、藤岡君 

納涼例会楽しみです…今村君、本登君 

納涼例会ありがとうございます…近本君 

台風はもういらない…上西君 

９月１４日(金) 長浜東ＲＣ 「長浜曳山まつり映画の 
             可能性」   

９月１７日(月) 長   浜ＲＣ 「休会」 

９月１７日(月) 五 ・ 能ＲＣ 「休会」       

９月１８日(火) 長浜北ＲＣ 「９月２１日に変更」           

９月１８日(火) 彦根南ＲＣ 「情報集会報告」       


