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彦根ＲＣ会長テーマ 

 「『プラス思考』と『寛容』をクラブ活動に！」 
         彦根ロータリークラブ会長  杉本克実 

第２６５０地区スローガン 

 『クラブに「個性」と「憧れ」を！』 
         第2650地区ガバナー     中澤忠嗣 

国際ロータリー会長 

  Ｋ．Ｒ．“ラビ” ラビンドラン 

 

開会点鐘 

「君が代」斉唱 

ロータリーソング斉唱「奉仕の理想」 

「四つのテスト」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・同好会報告 

 ニコニコ箱報告 

 出席報告 

卓話 

 「新年度役員挨拶」 

  会長     杉本克実 

  副会長    田部泰男 

  会長エレクト   宮川基司 

  幹事     松本 智 

  会計     本庄秀樹 

  ＳＡＡ     秋野正誠  

閉会点鐘   

今日の食事 

幕の内弁当 

次回例会案内 

           理事挨拶 

 「『プラス思考』と『寛容』をクラブ活動に！」 

                                               会長  杉本克実 

 ６３年の歴史と伝統のある彦根ロータリーク

ラブの会長を仰せつかり、その重責に身の引

き締まる思いです。皆様のあたたかいご支援

とご協力を賜り、精一杯努めさせていただく

所存でございます。どうかよろしくお願い申し

上げます。 

 ２０１５～１６年度国際ロータリーＫ．Ｒ．ラビ

ンドラン会長のテーマは「世界へのプレゼントになろう」です。「私たち

ロータリアンは、才能、知能、能力、努力、そして献身と熱意など、私たち

が持っているすべてを、ロータリーを通じて世界にプレゼントすることで、

世界に真の変化を起こすことができるはずです」と述べておられます。 

 国際ロータリー第２６５０地区の中澤忠嗣ガバナーのスローガンは『クラ

ブに「個性」と「憧れ」を！』です。時代の変遷に即した組織作り、地域の

特性に応じた奉仕活動が行える、柔軟な活き活きしたクラブこそが魅力

溢れるクラブであり、そこに人が集まってくると述べておられます。個性に

井伊直弼公 生誕２００年にちなんで 
－欅御殿（けやきごてん）－ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  直弼は、文化１２年（１８１５）１０月２９日、彦根藩下屋敷の槻御殿で 
  生まれました。父は１１代当主井伊直中、母は側室お富の方です。 
  幼名は鉄三郎。17歳までここで暮らしました。父直中はすでに隠居 
  しており余裕のある暮らしの中で授かった我が子でした。そのため、 
  大名の子どもとしては珍しく、父母の情愛に接して育ったようです。 

   参考『井伊直弼のこころ―150年目の真実―』 
         （彦根城博物館、2014年発行） 

 お祝い 

 ◇ご夫人誕生日  片岡君ご夫人京子さん（７月５日） 

             神野君ご夫人真紀さん（７月６日） 

             松本君ご夫人弘美さん（７月８日） 



 

 

ご挨拶 

                                                   幹事  松本 智 

 歴史と伝統のある、彦根ロータリークラブの

幹事という重責を仰せつかりました。 

 私のようなものが、この大役を務められるか

甚だ疑問ではありますが、メンバー各位の暖

かいご指導、ご支援をお願いして、務めてま

いります。 

 「『プラス思考』と『寛容』をクラブ活動に！」の会長ス

ローガンのもと、楽しく、賑やかで、憧れの彦根ロータ

リークラブに、より一層なれるように、努めてまいります。 

 よろしくお願い申し上げます。 

 

ご挨拶 

                                                  ＳＡＡ  秋野正誠 

 ロータリーマニュアルに明記され、かつ会

長の今年度の指針に示されている通り、「例

会が楽しく、秩序正しく運営されるようつね

に心を配り、気品と風紀を守り、例会がその

使命を発揮できるよう設営・監督する。」を基

本方針とする。 

＜重点取組＞ 

一．例会を楽しく、有意義なものにするためにはよりロー   

   タリーを知ることが大切です。 

     そのために今年度３回例会後に入会歴５年未満の 

   メンバーを対象に「ロータリーをより知る会」を実施し 

   ます。 

        注 ・開催時期 ８月 11月 ３月 

             ・ロータリー情報委員会と協調して 

二．「卓話」時間の充実 

          ・時間の確保 

          ・私語の厳禁 

三．新会員（１年未満）のフォローアップ 

 

＜７月のスケジュール＞ 

７／１  謡曲同好会お稽古（１９：００～千代神社）      

   ２  定例理事会（１３：５０～事務局） 

      歴代会長幹事合同懇親会（１８：００～双葉荘） 

   ５  社会を明るくする運動（１３：００～ビバシティホール） 

   ９  謡曲同好会お稽古（１９：００～千代神社） 

  １２ 青少年グループ合同会議 

               （１３：００～京都ホテルオークラ） 

  １３ 浦部謡曲教室（１９：００～千代神社） 

  １６ 謡曲同好会お稽古（１４：００～千代神社） 

  １８ 謡曲同好会ゆかた会（１８：００～双葉荘） 

  ２３ 定例理事会（１３：５０～事務局） 

  ２６ 地区ＲＬＩパートⅠ研修会（９：４５～京都文教学園） 

     職業奉仕担当者研修会 

               （１３：００～メルパルクKYOTO） 

  ２７ 浦部謡曲教室（１９：００～千代神社） 

  ３０ クラブ協議会（１３：４０～彦根ビューホテル） 

満ちて輝くクラブに一歩でも近づきたく、当クラブのス

ローガンを「『プラス思考』と『寛容』をクラブ活動に！」と

させていただきました。 

 時代の大きな変革期にある今日、地域の特色あるクラ

ブ活動をするためには、幅広く情報を察知し、地域の

ニーズに合った奉仕活動を見い出すことが大事です。 

物事の見方には二面性があります。視点を前向きにプラ

ス思考の方向にとらえ実践していくことが、視界もより広く

展望でき、得るべきものも大きいと思います。これがクラ

ブの大きな求心力になると考えます。 

 また、我々は時に対象が曇りがちになります。寛容の

眼差しで、暖かく優しい言葉をかけたり態度を示すことに

より、奉仕活動がより充実ある成長へと結実するのでは

ないかと思います。 

 クラブを魅力あるものにするためには、クラブ内での親

睦の促進と会員の相互扶助、それに会員各自が有意義

な卓話を通じて、何かを学びたいという謙虚な姿勢が何

より必要ではないかと思います。ひいてはこれがわくわく

した気分での例会への出席に反映されるのではないか

と思っています。 

 

＜具体的な方針＞ 

１． 楽しく、賑やかで、憧れのクラブに 

 クラブ事業は、役員や理事の一方的な進行型にするの

ではなく、会員１人１人が参加しているという、実感を

持っている環境設定が必要だと思います。そのためには

奉仕活動であれ、親睦活動であれ、誰もが一つの輪の

中に入って楽しくふるまえる舞台が必要です。そこにロ   

ータリアンの友情も芽生えます。そして結果誰もが入会し

たいと憧れるクラブになるのではないかと思います。 

２． 地域のニーズにあった奉仕活動の実践 

 会員各自の奉仕活動についての要望を聞き、このニー

ズを情報集会やクラブフォーラム等を通じて取り上げ、ク

ラブ運営に生かすと共に、マスメディアとの「公聴会」や

一般の市民の方々も参加できる「公開例会」等を通じ奉

仕活動に反映させたいと思います。  

３． 親しみある、充実感のある例会の運営 

 ゲストへの温かい対応、新しいメンバーへの気づかい、

そして食事どきの談らん、何かを学びたいという謙虚な

態度で望む有意義な卓話、そこにわくわくした気分で例

会が待ち遠しいと思う、例会本来の姿があるのではない

かと思います。 

４． 次世代を担う会員の増強（純増３名） 

 私のロータリー入会時（２００４年３月）会員数７８名でし

た。会員減少は、全てのロータリークラブが抱える最大の

課題です。本年度は数々の方策・対策を駆使し、全員で

この課題を共有し純増３名を達成したいと思います。次

世代を担う会員を補充して組織を継続させるためにも緊

急の課題であります。 

 

 以上を重点に実行してまいりたいと思っています。 

 皆様のご協力ご支援の程よろしくお願いします。 



 

 

＜前回例会報告＞ 

 ６月２５日（木）２０１４～２０１５年度の最終例会が彦根

ビューホテルにて開催されました。最初に花本憲明君の

入会式があり、転勤による吉田良太君と有田忠文君の退

会挨拶があり、その後三役からの期末挨拶がありました。 

 岸本幹事は細やかな心配りのできる安居会長に一年

間教えていただき、またメンバーの友情に助けられて一

年間の責務を終えられて感謝と話されました。小椋副会

長はこの３年間、会計、幹事、副会長を歴任させていた

だき貴重な体験ができたと共に安居会長の力になれたと

思うと話されました。安居会長は年初にかかげたテーマ

のもと、各委員会が特色ある事業展開をしていただいた

メンバーと小椋副会長、岸本幹事、会計の松本さんに感

謝していると話されました。 

 その後、安居会長から杉本会長エレクトへのバッジ交

換があり、杉本会長エレクトが彦根ＲＣの歴史と重みを改

めて感じている。次年度も皆さんのご協力をと挨拶されま

した。  

 その後、森直前会長の乾杯で懇親会が始まりました。 

１２月の家族会のビデオが流され、前山君司会の豪華景

品をかけた「ハイアンドロー」ゲームで盛り上がり、テーブ

ル代表によるお菓子当てクイズを楽しみ、最後は「手に

手つないで」の斉唱のあと杉本会長エレクトの三三七拍

子で今年度を締めくくりました。安居会長からメンバー全

員に彦根クラブの特製バナーを渡され、感激し、ホテル

を後にしました。会長、幹事を始め各委員会の皆様本当

に一年間ご苦労様でした。 

＜新会員紹介＞ 

 ６月２５日新しく入会されました新会員をご紹介します。 

花本 憲明
はなも と  のりあき

 君  （産業機械製造） 

生年月日 昭和２８年１月９日 

勤務先   ㈱テクノ工房 代表取締役 

        （彦根市高宮町１３３５－２） 

自 宅   彦根市松原町６６１ 

 

＜ロータリーの友７月号 必見どころ＞ 

横書き Ｐ３５ 奉仕人、太郎冠者はこんな人 

      Ｐ４４ あなたのロータリー文庫をお訪ねください 

縦書き Ｐ１８ 肥満について 

 

挨拶まわり報告 

                クラブ広報委員長 上田勝之 

 去る６月２５日（木）会長、

幹事、私の三人でご挨拶に

市長、報道関係、彦根南

ロータリークラブなどを回っ

てまいりました。 

 大久保市長は、議会中と

いうこともあり事前アポイント

メントも確約できない中での

訪問となりました。 

 しかし、市長室へ向かうと、議会の休憩時間となり、大

久保市長が戻ってこられたところで応接室でお話するこ

とが出来ました。さすが元ロータリアンでしたので新入会

員の状況について話が盛り上がりました。全部で１９軒回

り、実りある挨拶まわりとなりました。 

 

 

地区会員増強・維持セミナーに出席して 

                会員増強委員長 大森修太郎 

 去る６月２７日（土）第２６５０地区の会員増強・維持セミ

ナーが京都立命館朱雀キャンパスにて行われました。彦

根クラブからは杉本会長、松本幹事、大森と３年未満会

員として田井中君、御代君の５名が参加しました。開会

点鐘のあと主催者、来賓の挨拶に引き続いてこの会の

開催趣旨、現状報告が行われました。 

 講師として、東京西クラブの鈴木隆志氏が「会員増強

戦略計画の実践」と題して、計画から実践にいたるさまざ

まな具体例を挙げながら熱い思いを語られました。要は

会長の増強に対する強い思いと会員全員がそれをサ

ポートする強固な体制作りが必要であることを伝えられま

した。そのあと成功事例発表や新入会員の感想発表が

行われ充実した５時間のセミナーでした。 

 ここで得られた知識、情報は、ひとつでも多く、今年度

増強活動に取り入れていかなければならないと感じてい

ます。 



会報委員会       嶋津慶子   安居継彦   前山俊博   和田一繁 

 会員数 当日出席 ﾒｰｷｬｯﾌﾟ 出席率（％) 

６月２５日 ６７（１３） ５６（７） １ ９３．４４ 

６月１１日 ６５（１３） ４７（８） １１ ９６．６７ 

７月３日(金) 長浜東ＲＣ 「新年度の抱負」    

７月６日(月) 長   浜ＲＣ 「新年度の抱負」 

７月６日(月) 五 ・ 能ＲＣ 「新年度三役就任挨拶」  

７月７日(火) 長浜北ＲＣ 「新年度の抱負」 

７月７日(火) 彦根南ＲＣ 「理事挨拶」 

出席報告 

他クラブプログラム予定 

４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．みんのためになるかどうか 

一年間ありがとうございました…田井中（徹）君、清水君、 

  川原崎君 

一年間ご苦労さんでした…森君 

最終例会お世話になります。安居会長ご苦労様でした 

  …岡君 

本日最終例会よろしくお願いいたします。今日もお騒が 

  せいたします…垣平君 

最終例会に参加させていただいことに感謝…嶽釜君、 

  宇都宮君 

最終例会に出席して。安居会長、岸本幹事さん一年間 

  ご苦労さんでした…田部（泰）君 

最終例会親睦さんお世話になります。一年間ありがとうご 

  ざいました…宮川君 

最終例会を祝して…青木君 

最終例会を祝して。一年間お世話になりました…小島君 

一年間お世話になりました。次年度もよろしくお願いいた 

  します…大塚（義）君、石原君、安居（継）君 

最終例会おめでとうございます…井戸田君、大森君 

最終例会無事迎えました。何もお役に立てず申し訳あり 

  ません…岡田（眞）君 

最終例会ありがとうございます…前山君、岸辺君 

最終例会お世話になります…杉本（克）君、山﨑（滋） 

  君、杉本（剛）君、那須君 

最終例会ありがとうこざいます。あっという間の一年でし 

  た…渡邊君 

最終例会おめでとうございます。また親睦さんご苦労様 

  です…宇佐美君 

感謝です。ありがとうございました…御代君 

一年間お疲れ様でした。これからもよろしくお願いいたし 

  ます…和田君 

最終例会お世話になります。安居会長お疲れ様でした 

  …嶋津君 

会長杯ゴルフコンペメンバーお天気に恵まれ優勝できま 

  した。ありがとうございます…石原君 

ホームクラブの欠席が続きました…石原君 

結婚記念日を祝っていただいて…今村君 

皆出席を祝っていただいて…岸本君 

 

  

＜ニコニコ箱＞ （前年度目標 2,650,000円） 

（前週 153,000円・累計 3,197,000円・達成率120％） 

２０１４～２０１５年度一年間大変お世話になりました。 

  メンバーの皆様心より感謝申し上げます。ありがとうご 

  ざいました…安居（秀）君 

入会させていただき誠にありがとうございます…花本君 

本年度１０人目の入会者を迎えて…藤田（益）君 

花本憲明君のご入会を祝して…安居（秀）君 

花本さんお帰りなさい…小島君 

花本さんご入会おめでとうございます。一年間お世話に 

  なりありがとうございました…岸本君 

７月１日付で大阪の本社に転勤となり退会させていただ 

  くことになりました。一年足らずの短い間でしたが本当 

  にありがとうございました…有田君 

最終例会一年間お世話になりました。二年間本当にあり 

  がとうございました…吉田君 

ＭＰＨＦ３回目をいただいて…西村君 

ＰＨＦをいただきまして…本庄君、大塚君 

社会奉仕事業へのご協力有り難うございました…上田君 

１．会長、理事の皆様一年間ご苦労様でした。 

  ２．ゴルフＢＢ賞をいただきました。 

  ３．米山功労賞いただきました…小菅君 

最終例会一年間親睦さんお疲れ様でした。お世話にな 

  りました…小椋君 

安居会長始め役員の方々そして会員の皆様この一年大 

  変お世話になり、また、ご協力いただきまして誠にあり 

  がとうございました。お陰様で役割を果たすことができ 

  ました…井の下君 

安居会長、岸本幹事、お疲れ様でした。一年間ありがと 

  うございました…西村君、松本君 

最終例会お世話になります。安居会長、岸本幹事以下  

  役員の皆さんご苦労さんでした…田井中（順）君 

安居会長とこの一年に感謝…北村（登）君 

安居会長他役員、理事さん一年間本当にご苦労さんで 

  した…秋野君 

安居会長ご苦労様でした…近藤君 

安居会長、岸本幹事一年間お疲れ様でした…大舘君、 

  岡田（建）君 

安居会長、役員の皆様一年間ご苦労様でした…田部 

  （正）君、吉原君 

一年間お世話になりました…中川君、瀧沢君、本庄君 

［ロータリー情報］   今年度ロータリー情報委員会は「ロータリー月間」に関係する基本情報を掲載します。 
 役員の任務 
 １．会長 
  クラブを統括し、クラブ会合及び理事会の会合において議長を務め、各委員会の職権上の委員となり付随する任務を    
  行う。各委員会の設置と活動の調和、クラブ協議会の開催、予算編成、会計事務の完全な履行の監督、地区ガバ 
  ナー公式訪問の準備、6月にはクラブの総括的目標達成状況をクラブに報告、次年度への順調な引継ぎのための 
  新旧理事会の開催等が任務である。 


