
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   堤 秀記君（２月２２日） 

ご夫人誕生日  田部（泰）君ご夫人清子さん（３月６日） 

結婚記念日    中居君ご夫妻（２月２９日） 

           安居（継）君ご夫妻（３月３日） 

皆出席       石原君…１８年   安居（秀）君…１７年                            

入会記念日    石原成郎君（平成１２年３月２日） 

           杉本克実君（平成１６年３月４日） 

新会員紹介 

 ２月２１日新しく入会されました新会員をご紹介します。 

  後藤 元一
ご と う  げ ん い ち

 君  （たばこ販売） 

 生年月日  昭和４０年５月３日 

 勤務先    ㈲成興社 取締役常務 

               （彦根市旭町９－２２）  

  田中 和彦
た な か  か ず ひ こ

 君  （家具製造） 

 生年月日  昭和４０年１１月１８日 

 勤務先    ㈱ケレスたなか 代表取締役 

                 （彦根市出町７３） 

 

前回例会報告 

 田中和彦君（紹介者は上西信昭君）と後藤元一君（紹介者

は赤嶺英光君）、２名の入会式が行われました。 

 会長の時間では、２名の新会員があり、６５名になりました

が、出発時の人数ですから純増2名が目標ですのでよろしく

お願いいたします。これで昭和４０年生まれの方が７名になり

最大の勢力になりました。 

 卓話は、岡田眞智子君で「店と私の人生」というテーマで

話されました。 

 藤塚時計店は昭和７年創業で８７年になります。生い立ち

は、城西小・西中・西高卒業後、オーミ絹糸に就職テレタイ

プをうっていた。しかし、自活しようと思い洋裁学校に入り師

範の資格をとった。デザイナーになりたかった。２７歳で結婚

するが、1年余りで離婚。その後３年間うつ状態だった。 
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古都トレド（スペイン） 
かつての西ゴート王国の首都で、三方をタホ川に囲まれた岩山
に築かれた天然の要塞都市。中世にはイスラム教・ユダヤ教・
キリスト教の文化が交錯した地である。 
「町全体が博物館」と言われ、旧市街全体が世界遺産に登録さ
れている。また、ルネサンス期のスペインを代表するギリシア
人画家のエル・グレコが活躍した町としても有名。金銀細工の
伝統工芸品「ダマスキナード」がある。 

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３２３５回例会 
２０１９．２．２８ 

開会点鐘 

ロータリーソング斉唱 

「それでこそロータリー」 

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 

 ｢８０年前の彦根｣ 

  担当：藤田益平 君 

閉会点鐘 

 

  ガルビュール 

  豚ロース肉のピカタ トマトソース 

  フレッシュサラダ  ホテル特製デザート  パン  

 「 彦根ローターアクトクラブの活動について 」 

ゲスト ： 彦根ＲＡＣ会長 田中雄哉 君 

今日の食事 

次回例会案内（2019.3.7）  



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（％) 

２月２１日 ６５（１４） ４７（６） １ ８４．２１ 

１月３１日 ６３（１４） ４３（５） ３ ８５．１９ 

出席報告 

他クラブプログラム予定 

父親の時計店を手伝う、裏通りで商売の具合

が悪いので、３割引きで売ったところ、県・市

の組合から、バッシングを受け仕入れができ

なくなった。これを“時計戦争”という。それは、

新装開店の時だった。そんな時、名古屋の問

屋の社長さんが、責任をとるから任せておけと助けてくれ

た。２００万もって名古屋へいき購入。やっと開店できた。

男の気性になって、一生懸命働いた。バブル期には舶来

の時計も日本一になり、学生の時計も月に１０００個を売り

上げることができた。メーカーの招待でスイスなど海外旅

行ができたことは楽しい思い出であります。人間は最悪の

ときに、とんでもない力・不思議な力がでて、精神力がでま

す。商売は、お客様・メーカー・人と人のつながり・信用が

大切であります。宣伝は口コミのみです。空気を読むこと・

笑いが大切なことをモットーに喜寿で、過去の苦労をバネ

に商売に頑張っています。 

ニコニコ箱 

（本日計 73,000円・累計 1,565,000円） 

入会させて頂きました。よろしくお願いします…後藤君 

入会させて頂きありがとうございました。今後ともよろしくお 

  願い申し上げます…田中君 

田中さん、後藤さんご入会おめでとうございます…安居 

  （継）君、本庄君 

後藤元一君と田中和彦君の入会に感謝して…石原君 

田中さん、後藤さんの入会を祝って。よろしくお願いいた 

  します…那須君、大舘君 

後藤さん入会おめでとうございます…赤嶺君 

ベトナム友好村への募金、皆様のお気持ちよろしくお願 

  いいたします…安居（継）君、小島君 

ちょっと良い事がありました。２月１１日初孫が生まれました 

  少しでも孫と関わりながら自身も成長したいと思ってい 

  ます…杉本君 

卓話久しぶりです。よろしくお願い致します…岡田（眞）君 

石原さんいつもお世話になりありがとう…中川君 

積雪４ｍ４０㎝の赤倉で滑ってきました。正村君、石原君 

  お疲れ様でした…田部（正）君 

ゲレンデに 老いの華咲く 七人衆…正村君 

いよいよ確定申告が始まりました。確定申告は早いめに 

  …本庄君 

誕生日を祝っていただいて…和田君、今村君 

妻の誕生日を祝っていただいて…岡君 

結婚記念日を祝っていただいて…川村君 

入会記念日を祝っていただいて…岡田（建）君 

ＳＡＡのお許しをいただいて…上ノ山君 

３月 １日(金) 長浜東ＲＣ 「議会とは」     

３月 ４日(月) 長   浜ＲＣ 「将来の夢」      

３月 ４日(月) 五 ・ 能ＲＣ 「会員卓話」     

３月 ５日(火) 長浜北ＲＣ 「琵琶湖保全再生について」          

３月 ５日(火) 彦根南ＲＣ 「米山奨学生スピーチ」        

常任委員会 委員会 委員長 副委員長 委 員 

会員組織  会員選考 秋野 正誠 岡 銑三郎 小菅 一彦 

  宮川 基司   会員増強 和田 一繁 北村  登 中川 勝晴  小椋 政昭 

宮川 基司 

  職業分類 清水 克己 安居 秀泰 宇都宮靖雄 

  ロータリー情報 杉本 克実 渡邊 僖子 川原崎清三 

公共イメージ  広報雑誌 田井中 徹 岡田眞智子 田井中順次 

  田井中 徹  会  報 上田 勝之 嶽釜 信一 澤田 和重  藤岡 聖和 

クラブ管理運営  出  席 小島 充子 片岡 哲司 細江 正人 

  赤嶺 英光  ニコニコ 角田  仁 石原 成郎 中居 隆幸 

     親睦活動 赤嶺 英光 宇佐美雅也 浅山 禎信  後藤 元一 

田中 和彦  菅谷  渉  

  プログラム 吉原  保 四方 清文 井の下精作 

奉仕プロジェクト  職業奉仕 上西 信昭 戸所 岩雄 神野 佳樹 

  小田柿喜暢  社会奉仕 松田 充弘 那須 賢司 大塚 義和 

  青少年 青木 竺峰 川村 嘉昭 大森修太郎 

   ローターアクト 嶋津 慶子 藤田 益平 上ノ山眞佐子 

  国際奉仕     小田柿喜暢 田部 泰男 北村 昌造 

財団・奨学金 

  西村  昭 

 ロータリー財団 西村  昭 御代麻理子 岡田 建三  堤  秀記 

安居 継彦 

    米山奨学 瀧沢 隆司 田部 正俊  

会 長 本庄 秀樹 

会長エレクト 大舘 康伸 

副会長 近藤市右ヱ門 

幹 事 本登 忠雄 

会 計   今村 康博 

ＳＡＡ 森  育男 

副ＳＡＡ 正村 嘉規 

直前会長 安居 継彦 

理 事 
 （会員組織） 

宮川 基司 

理 事 
 （公共イメージ） 

田井中 徹 

理 事 
 （クラブ管理運営） 

赤嶺 英光 

理 事 
 （奉仕プロジェクト） 

小田柿喜暢 

理 事 
 （財団・奨学金） 

西村  昭 

  

地区  

ガバナー補佐 岡田 建三 

ＲＬＩ委員 安居 継彦 

米山奨学委員 正村 嘉規 

２０１９～２０２０年度役員・理事及び委員会構成 


