
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   御代麻理子君（４月１２日） 

          岡田建三君（４月１９日）    

        

ご夫人誕生日 大森君ご夫人美喜子さん（４月２２日）             

 

結婚記念日   井の下君ご夫妻（４月１０日） 

 

入会記念日   小菅一彦君（昭和５２年４月１４日） 

           赤嶺英光君（平成２７年４月２３日） 

 

 

 

 

ロータリーの特別月間 

        Special Month in Rotary 

 クラブだけでなく、ロータリアン一人ひとりが、ロータリーの

活動に参加するよう強調するため、国際ロータリー（ＲＩ）理事

会が指定した月間のことです。 

 なお９月、１０月には日本独自の月間テーマが設定されて

います。 

 ８月   会員増強・新クラブ結成推進月間  

 ９月   基本的教育と識字率向上月間 

       ロータリーの友月間 

 １０月  経済と地域社会の発展月間 米山月間  

 １１月  ロータリー財団月間  

 １２月  疾病予防と治療月間  

 １月   職業奉仕月間  

 ２月   平和と紛争予防／紛争解決月間  

 ３月   水と衛生月間  

 ４月   母子の健康月間  

 ５月   青少年奉仕月間  

 ６月   ロータリー親睦活動月間  

                      （ロータリーの友ＨＰより） 
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2018～2019年度 会 長  安居継彦    会長エレクト 本庄秀樹   
          副会長  井の下精作   幹 事    那須賢司 
          会 計  本登忠雄    ＳＡＡ    瀧沢隆司  
          ガバナー補佐 岡田建三 

 

 

高句麗古墳群（朝鮮民主主義人民共和国） 
高句麗（コグリョ）古墳群は、4世紀から7世紀にかけて作られ

た古墳群。かつての高句麗地区である中国東北部から朝鮮半島

北部の広範囲に渡って分布しており、東明王陵（トンミョンワ

ンルン）や湖南里（ホナムリ）四神塚など、計63基の古墳で形

成されている。この古墳群のうちの16基には、高句麗時代の

人々の生活ぶりや文化、風習など今に伝える彩色豊かな壁画が

描かれている。 

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３２４１回例会 
２０１９．４．１８ 

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 

 ｢我が町の不動産事情」 

  担当：岡 銑三郎 君 

閉会点鐘 

 

 

幕の内 

「昨年よりの国際奉仕と＜手を洗おう会＞について」 

担当 ： 奉仕プロジェクト委員会 

今日の食事 

次回例会案内（2019.4.25） 



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  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（％) 

４月１１日 ６１（１３） ４７（７） １ ７８．１８ 

３月１４日 ６４（１３） ４５（８） ５ ８４．７５ 

出席報告 

他クラブプログラム予定 

ゴルフ同好会第３回ゴルフコンペ報告 

                 ゴルフ同好会会長 赤嶺英光 

 ４月１４日（金）第３回同好

会コンペを彦根カントリー

倶楽部で開催しました。 

 雨は間違いなしとの予報

でしたが、皆さんの日頃の

行いの良さなのかほとんど

雨に降られることもなく結

果的に良いゴルフ日和とな

りました。ただ、安居（継）さんがゴルフ場に到着後一歩ク

ラブハウスに入った所で消防団から出動要請があり現場

急行するというハプニングがありました。（懇親会には出席

されました） 

 コンペの結果は先日彦根南との合同コンペを制した秋

野さんが唯一８０台で周りベスグロ優勝となりました。準優

勝は田井中 徹さん、３位に本庄さんとなりました。 

                 OUT  IN  GROSS  HDCP  NET 

優 勝  秋野 正誠 君 ４６ ４３  ８９  １６．８ ７２．２ 

準優勝  田井中 徹 君 ４８ ４５  ９３  １９．２ ７３．８ 

３ 位   本庄 秀樹 君 ５２ ５０ １０２  ２７．６ ７４．４ 

 

今後のＲＩ国際大会 

 ２０１９年６月１～５日    ドイツ・ハンブルク 

 ２０２０年６月６～１０日   アメリカ・ハワイ州ホノルル 

 ２０２１年６月１２～１６日  台湾・台北 

                   （ロータリーの友４月号より） 

 

前回例会報告 

 会長の時間では、まず始めに、久しぶりに例会に出てこ

られた大塚義和君の紹介がありました。 

 卓話の時間では、新会員スピーチということで、菅谷 渉

君と後藤元一君の２君よりお話をいただきました。 

 最初にお話頂いたのは、エース証券の菅

谷 渉君。会社に入ってから今までの出来事

と、世の中で起こった流行りや出来事とを上

手に織り混ぜながらの自己紹介でした。証券

業をされていることから、その当時の日経平

均株価の値も紹介いただきました。８９年に史上最高値の

３８，０００円をつけたとき年に内定が決まったそうで、ＩＴバ

ブルやリーマンショックなどの乱高下も経験され、バブル

崩壊後の証券業界にとっては厳しい時代を、一証券マン

として果敢に歩んでこられた足跡も垣間見ることができま

した。東京勤務なども経て、１３年に滋賀の八日市支店、 

１８年から彦根支店長としてご活躍されています。最近、

大型バイクや狩猟免許の取得されたそうで、また、このあ

たりの話も深く聞いてみたいと感じました。 

 続いてお話頂いたのは、後藤元一君。ご出

身は大分の由布院、１８歳まで大分で暮らし

た後、大学進学のため上京、卒業後は公務

員として渋谷の区役所お勤めになられ、その後一念発起

し２７歳から３２歳まではフランスに留学をされていたそうで

す。帰国後、奥様の出身地である滋賀に移り住み、現在

のイチバンコーポレーションに入社されました。人生の中

で特に興味を持ったことが２つあり、それが、海外旅行と

映画だそうです。今までに行った国々は、３８カ国以上も

あるとのことです。また、映画にも造詣が深く、大学時代に

見たアンジェイ・ワイダ監督の作品が映画にのめり込む

きっかけになったそうで、フランス留学時には、年間２５０

本以上の映画をみていた時期もあったそうです。 

 

ニコニコ箱 

（本日計 58,000円・累計 2,007,000円） 

次年度理事初顔合わせに参加して頂き有難うございます 

  …本庄君 

チョット良いことがありました。おかげさまです。ありがとうご 

  さいます…細江君 

こうして元気に例会に出席できたことに感謝いたします！ 

  ５／９にまた、出席をいたします…大塚君 

大塚君の元気なお姿を拝見でき、パワーを頂きました。あ 

  りがとうございました。菅谷さん、後藤さん卓話よろしく 

  お願いします…那須君 

大塚さん例会出席ありがとうございます…安居（継）君 

大塚君の快復を祝って…大森君 

大塚さん元気な顔を見せていただいて…宮川君 

大塚さんお元気で何よりです。長生きして下さい 

  …小椋君、渡邊君 

大塚さん元気になって良かったね…川原崎君 

大塚さん、細江さんの顔を見て…片岡君 

細江さんおめでとうございます。大塚さんお久しぶりです 

  …田部（正）君 

細江さんおめでとうございます。今後も頑張って下さい。 

  大塚さんおひさしぶりです…田部（泰）君 

花見例会岡田さんありがとうございました…近藤君 

新会員スピーチ、菅谷さん、後藤さんよろしくお願いしま 

  す…安居（継）君 

自己紹介させていただきます…菅谷君、後藤君 

東京五輪までは“がんばろう”と友人と誓ってきましたが、 

  次の目標は“新紙幣 使って天国 ５年待つ”です！ 

  …正村君 

妻の誕生日を祝っていただいて…小椋君 

主人の誕生日を祝っていただいて…渡邊君 

結婚記念日を祝っていただいて…片岡君 

入会記念日を祝っていただいて…小椋君 

ＳＡＡのお許しをいただいて…小椋君、中川君 

４月１９日(金) 長浜東ＲＣ 「戦後の復興を支えた鯉/ 
      『子ども議会』報告」     

４月２２日(月) 長   浜ＲＣ 「地区大会報告」      

４月２２日(月) 五 ・ 能ＲＣ 「会員卓話」     

４月２３日(火) 長浜北ＲＣ 「スポーツを通じた地域活性と  
 青少年育成事業について」          

４月２３日(火) 彦根南ＲＣ 「事業継承、事業承継のため 
     の保険活用について」        


