
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   杉本克実君（３月７日） 

配偶者誕生日 後藤君ご夫人敬子さん（３月８日） 

          上ノ山君ご主人一寛さん（３月９日） 

          和田君ご夫人ゆかりさん（３月１３日） 

          那須君ご夫人美英さん（３月１３日）  

結婚記念日   西村君ご夫妻（３月７日） 

          中川君ご夫妻（３月８日） 

          那須君ご夫妻（３月１１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） 

          小椋政昭君（平成１６年３月１１日）                     

 

３月のスケジュール                  

３／２ 会員増強アクション会議（１３：００～京都リサーチパーク） 

  ２～５ ベトナム友好村訪問（ベトナム・ハノイ） 

  ４  浦部謡曲教室（１９：００～千代神社） 

  ７  定例理事会（１３：４０～彦根ビューホテル） 

  １４ 第２回Ｈ・ＲＬＩ（１７：００～ホテルサンルート彦根） 

  １７ 会長ｴﾚｸﾄ研修セミナー（１３：００～京都ホテルオークラ） 

  １８ 浦部謡曲教室（１９：００～千代神社） 

  ２４ 地区職業奉仕講演会（１３：００～京都テルサホール） 

  ２９ 彦根南ＲＣとの合同ゴルフコンペ（彦根ＣＣ・千成亭） 

  ３０ 地区大会 会長・幹事・地区委員長会議 

                  （１４：００～THE KASHIHARA） 

     地区大会 ＲＩ会長代理ご夫妻歓迎晩餐会 

                  （１７：００～THE KASHIHARA） 

  ３１ 地区大会 ＲＩ会長代理ご夫妻を囲む朝食会 

                   （７：３０～THE KASHIHARA） 

     新会員セミナー・青少年フォーラム 

           （１０：００～奈良県社会福祉総合センター） 

     地区大会本会議（１３：００～ジェイテクトアリーナ奈良） 

     彦根ＲＣ懇親会（１９：００～龍鱗） 
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ケルン大聖堂（ドイツ） 
ドイツのケルンにあるゴシック様式の大聖堂。正式名称は、ザ
ンクト・ペーター・ウント・マリア大聖堂（聖ペトロとマリア
大聖堂の意）。ゴシック様式の建築物としては世界最大であ
り、ローマ・カトリック教会のミサがおこなわれている。大聖
堂の維持管理は主にケルン大聖堂中央建築協会によって担わ
れ、最近の維持管理費は年間約1000万ユーロに達している。 

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３２３６回例会 
２０１９．３．７ 

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 
 ｢彦根ローターアクトクラブの活動に 
               ついて｣ 
  ゲスト：彦根ローターアクトクラブ 
      会長エレクト 川嵜海知 君  
  担 当：ローターアクト委員会 
閉会点鐘 

 

 

幕の内 

「 私の生業 」 

担当 ： 石原成郎 君 

今日の食事 

次回例会案内（2019.3.14）  



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２８日 ６５（１４） ４５（９） １ ８０．００ 

２月 ７日 ６５（１４） ４０（７） ７ ８３．９３ 

出席報告 

他クラブプログラム予定 

北村昌造様を偲んで 

                         会長 安居継彦 

 彦根ロータリークラブ会員の北村昌造様

が２月２８日に８３歳でお亡くなりになりまし

た。ご冥福をお祈りします。 

 北村昌造様は昭和５５年５月に彦根ロー

タリークラブに入会され、３７年の長きにわ

たり、会員として、彦根ロータリークラブのた

めにご活躍いただきました。１９８８～８９年度は幹事を、 

２００３～０４年度は第５２代会長を務められました。 

 また、彦根経済界のリーダーとしてご活躍され、彦根商

工会議所の会頭を２００１年から１３年まで務められ、２００５

年の彦根城築城４００年祭の会長も務められました。そし

て、ひこにゃん産みの親として、ファンクラブ会長として、

一緒にフランスに出かけるなどしてひこにゃん人気を生み

出され揺ぎ無いものにされました。 

 このように彦根経済界のトップとして活躍されましたが、

ロータリークラブでは在籍中多くの会員の入会を紹介して

いただき、会員増強に力をおかし頂きました。また、ゴルフ

が大好きで親睦旅行やゴルフコンペなどに忙しい合間を

ぬって参加されているお姿が強く印象に残っています。 

 ここに感謝申し上げ、深甚なる哀悼の意を捧げたいと思

います。 

 

 

 

 

 

 
  １９８９．１ 交換学生出迎え     ２００４．５ 大阪国際大会 

 

ロータリーの友３月号 必見どころ    

横書き Ｐ７ 水と衛生月間 世界中に安全な水を  

 

縦書き Ｐ４ 地球の明日を考える 水のＳＤＧｓ 

 

前回例会報告 

 会長の時間では、国際奉仕事業として３月２日～５日ま

でベトナム・ハノイの友好村へ出向くことの報告と、前回の

例会で、現地の子供達へのお土産代として集められたメ

ンバーからの寄付についてのお礼がありました。 

 卓話の時間では、藤田益平君より「８０年前の彦根」と題

したお話がありました。 

 藤田君のお父様が趣味で撮られていた８

mmフィルムや写真の中から、昭和初期の彦

根の風景のご紹介をいただきました。最初に

お見せいただいたのは、昭和９年に皇太子殿

下（現在の天皇陛下）がお生まれになった際

の、祝賀行事の映像でした。お話によると、当時全国各地

で同様の祝賀行事が行われたらしく、映像からは彦根の

地においても町をあげて盛大に行われた様子を窺い知る

ことができました。 

 また、次にご紹介いただけたのは、城山から松原方面を

写した数枚の写真。現在、彦根球場や陸上競技場、近江

高校などがある一帯なのですが、そこには松原内湖と呼

ばれていた内湖が一面に広がっていました。彦根に暮ら

している者だと一度は聞いたことのある名前でした。 

 その後、干拓事業が進んでいくわけですが、線路を作る

際も、道路を作る際も、いくら土を積んでも沈んでいってし

まったという話や、戦時中には当時の中学生を総動員し

て埋め立て作業が行われたという話もいただき、先人の苦

労に思いを馳せるお話もいただくことができました。 

 今回お見せいただいたのは本当に貴重な映像ばかり

で、このような経験ができるのも彦根ＲＣの例会ならではの

ことで、本当にありがたく拝見させていただきました。 

 

ニコニコ箱 

（本日計 39,000円・累計 1,604,000円） 

次年度役員理事委員長の皆さん、よろしくお願いします 

  …安居（継）君 

次年度の役員、理事及び委員会の構成メンバーを発表さ 

  せて頂きました。皆さんよろしくお願いします…本庄君 

２日から５日まで国際奉仕でベトナムに行ってきます 

  …安居（継）君 

卓話の機会をいただいて…藤田君 

先週は国際奉仕募金にご協力頂きありがとうございました 

  お土産たくさん買うことが出来､１２０人の子供達も喜ぶ 

  と思います。先発隊の小田柿さん、石原さん、田井中 

  さんは今朝立たれました。隊長の安居継彦さんと私は 

  ３月２日に出発いたします。皆様の奉仕の心伝えてい 

  きたいと思っております…小島君 

四方さんとばったり…片岡君 

遠からじ ゲレンデゆるみ 蕗の薹…正村君 

誕生日を祝っていただいて…宇都宮君 

妻の誕生日を祝っていただいて…田部（泰）君 

結婚記念日を祝っていただいて…安居（継）君、中居君 

入会記念日を祝って頂いて…杉本君 

ＳＡＡのお許しをいただいて…四方君 

 

彦根ＲＡＣ例会 

３月 ７日（木） 「お料理例会」 

          １９：３０～例会 

            於．自治会館フォーラムグリーン 

                                      （彦根市松原町１８１３－６２） 

３月２８日（木） 「価値観の変化」  講師：秋野様 

          １９：３０～食事 ２０：００～例会 於．龍鱗 

３月 ８日(金) 長浜東ＲＣ 「社会奉仕月間にちなんで」     

３月１１日(月) 長   浜ＲＣ 「長浜ＲＡＣとの合同例会」      

３月１１日(月) 五 ・ 能ＲＣ 「会員卓話」     

３月１２日(火) 長浜北ＲＣ 「環境・品質の重要性に 
             ついて」          

３月１２日(火) 彦根南ＲＣ 「『となりの貧困』 子どもの 
   居場所づくりの実践から」        


