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国際ロータリー・テーマ

地区テーマ

人類に奉仕するロータリー

夢を語り、現在を刷新

国際ロータリー会長

ジョン・ジャーム

第2650地区ガバナー

刀根荘兵衛

彦根ＲＣ会長テーマ

未来に向けて

魅力あるロータリーに
彦根ロータリークラブ会長

宮川基司

『彦根・滋賀を舞台にした小説で愉しみましょう』
「湖笛」 水上 勉 (著) 2008/3
義弟・武田元明を謀殺し、美貌の妹・龍子を略奪した秀吉に立ち向かい、長浜から
北の庄へと転戦、流浪する京極高次。名門復興を諭され、秀吉に仕える高次に
託されたお市の方の娘・茶々とはつとの再会、そしてはつとの慕情。しかし、秀吉を
父元明の仇とねらう甥・武若との確執が高次を苦しめる。
（出展：amazon）

第３１４０回例会

お祝い
会員誕生日

２０１６．１２．１
開会点鐘
君が代斉唱
ロータリーソング斉唱「奉仕の理想」
ビジター紹介
会食・懇談

宇佐美雅也君（１２月１６日）
近本和也君（１２月１７日）
安居秀泰君（１２月１８日）
石原成郎君（１２月１８日）
川原崎清三君（１２月２１日）

ご夫人誕生日 近藤君ご夫人典子さん（１２月１日）
近本君ご夫人有美さん（１２月１０日）
田部（正）君ご夫人三枝子さん（１２月１３日）
岡田（建）君ご夫人慶子さん（１２月１４日）

会長の時間
「私の夢」
幹事報告

ロータリーの友１２月号 必見どころ
横書き Ｐ３０ クラブが変わる、家族が変わる
縦書き Ｐ４ 我が社の震災復興への取り組み

委員会報告
ニコニコ箱報告
出席報告

年次総会
閉会点鐘

今日の食事
コーンスープ
ビーフカツ野菜添え
サラダ
デザート
パン
コーヒー

次回例会案内（2016.12.8）
１０：２０～ 石田三成サミット
１２：００～ 例会
於．清凉寺

１２月のスケジュール
１２／ ２ 規則委員会（１８：００～伊勢幾）
８ 石田三成サミット（１０：２０～清凉寺）
移動例会（１２：００～清凉寺）
定例理事会（１３：００～事務局）
歴代会長・幹事合同懇親会（１８：３０～双葉荘）
１０ 年忘れ謡曲会（１８：００～ホテルサンルート彦根）
１５ 会長杯ゴルフコンペ（彦根ＣＣ）
年忘れ家族会（１８：００～彦根ビューホテル）
２２ 会員増強について意見を聞く会
（１８：００～伊勢幾）
担当ガバナー補佐決定
次年度担当ガバナー補佐が決定しました。
滋賀県第３グループ 岡田建三君（彦根ＲＣ）
＜担当されるクラブ
長浜、彦根、東近江、長浜東、彦根南、
五個荘能登川、長浜北、八日市南の８ＲＣ＞

認 証 1952年10月27日
例 会 毎週木曜日 12時30分～13時30分
例会場 彦根ビューホテル TEL 0749-26-1111
事務局 〒522-0063 彦根市中央町3-8 彦根商工会議所３階
TEL 0749-23-2101 FAX0749-26-9272 E-mail：hikonerc@topaz.ocn.ne.jp
http://www.hikone-rc.org/

2016～2017年度
会 長 宮川基司
会長エレクト
副会長 谷 節雄
幹 事
会 計 田井中 徹 ＳＡＡ
パストガバナー 山崎時雄

小椋政昭
本庄秀樹
中川勝晴

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

秋のグルメの会開催
グルメ同好会 上田勝之
グルメの会を１１月２０日
（日）に小松市の料亭長沖
にて、ロータリアン７名、奥
方５名、同好会外から２名
の計１４名で旬のカニ料理
を堪能してまいりました。
蟹もお刺身、焼きやボイ
ルなどそれぞれの風味を
楽しみ、名物「甲羅揚げ」もたいへん美味でした。蟹料理
だと黙々と食べてしまうところですが、今回は会話も弾み
楽しい時間となりました。
参加者皆がお土産に甲羅揚げを注文。購入いたしまし
た。その後、歌舞伎十八番・勧進帳の舞台である安宅の
関を散策、安宅住吉神社で難関突破に霊験あらたかとさ
れるお話をお聞きました。
帰りに「さかな街」に立ち寄り、さらにお土産を購入して
帰路に着きました。

ゴルフ同好会第２回ゴルフコンペ報告
ゴルフ同好会幹事 赤嶺英光
１ １ 月 ２ ７ 日（日）彦
根 Ｃ Ｃ に て第 ２ 回 同
好会コンペを開催し
ました。
今大会は６組２１名
と久々に大人数での
大会となりました。開
始前から小雨交じり
の悪天候、後半にな
るとダラダラと降り続く雨の影響でフェアウェイにも水が浮
き始め厳しいコンディションでのプレイとなりました。
結果は雨の影響も物ともせず前回準優勝の田井中（徹）
君が４４－４５のベスグロで見事完全優勝！準優勝はベス
グロに肉薄した井の下君、３位は清水君となりました。
通算ポイントも田井中（徹）君が唯一の３ケタ１００Pとなり
頭ひとつ半リード、続きますは６５Ｐで前回覇者の安居
（継）君、３位は５Ｐの僅差で嶽釜君、今回準優勝の井の
下君は４０Ｐを獲得し４位！以下北村（登）君、永井君、大
塚君、清水君が３０Ｐで続きます。
懇親会は二九食や夢京橋店さんで美味しいお肉のコー
ス料理を堪能しました。
次回開催は４月１６日（日）彦根CCの予定です。皆様
奮ってご参加下さい！
OUT ＩＮ GROSS HDCP NET
優 勝 田井中 徹 君 ４４ ４５
８９ １６．８ ７２．２
準優勝 井の下精作 君 ４６ ４５
９１ １８．０ ７３．０
３位
清水 克己 君 ５４ ５３ １０７ ３３．６ ７３．４
４位
大塚 義和 君 ５２ ４９ １０１ ２６．４ ７４．６
５位
嶽釜 信一 君 ４６ ５２ ９８ ２１．６ ７６．４
出席報告
ﾒｰｷｬｯﾌﾟ 出席率（％)

４．みんなのためになるかどうか

前回例会報告
会長の時間で、宮川会長は「“石田三成公いい人プロ
ジェクト”が新聞に取り上げられ、喜んでいます。」とコメン
トされ、１２月８日の第３回目のイベントへの皆さんの参加
を要請されました。
「私の夢」スピーチは、御代麻理子君。「私
は昔、パン屋さんやケーキ屋さんになりたいと
か、バイクに乗りたいとか自分だけの夢を満た
すようなことでした。最近考えが変わり自分以
外の他人の幸せで自分も幸せでありたいとい
う夢になりました。お花を通じて自分の家族や世界中のた
くさんの人々を幸せにしていければいいかなと思っていま
す。」とお話されました。
本日の卓話は、１０月中旬から１１月上旬にかけて「魅力
あるロータリーについて」というテーマで開催されました情
報集会の結果報告がありました。第１班は宇佐美君、２班
は和田君、３班は本登君、４班は中居君、５班は赤嶺君、
６班は垣平君、７班は田井中（徹）君より報告されました。
各班の報告内容は後日週報に掲載させていただきます。
ニコニコ箱
（本日計 49,000円・累計 1,281,000円・達成率42％）
石田三成いいひとプロジェクト このあと第３弾第４弾予定
しています。皆様のご参加ご協力よろしくお願いします
…宮川君
情報集会報告よろしくお願いします…北村（登）君
私の夢を発表させていただいて…御代君
ローターアクトの盲導犬普及募金活動、皆様のお陰で１９
日に無事終りました。お世話になった方ありがとうござ
いました。特に登リ町のメンバーの方、渡邊さんにはお
世話になりました。ありがとうございました…小島君
名刹「明性寺」での「能楽ことはじめ」に多くのメンバー参
加いただきありがとうございました…戸所君
ゴルフ同好会ポイント表をいただきました。現在トップ５０
ポイントです…安居（継）君
誕生日を祝っていただいて…本庄君、那須君
皆出席を祝っていただき感謝…大塚君
皆出席を祝って頂いて。今後もよろしくお願いします
…青木君
皆出席を祝っていただいて…片岡君、近本君
ＳＡＡのお許しをいただいて…片岡君

－ ロータリアンの幸福 －
知識を広め、人格が円満になるよう努力しましょう。

他クラブプログラム予定
１２月２日(金)

長浜東ＲＣ 「第２回クラブフラム」

１２月５日(月)

長 浜ＲＣ 「大橋です。今後ともよろしく」

１２月５日(月)

五 ・ 能ＲＣ 「移動例会」

会員数

当日出席

１１月２４日

６２（１３）

４２（４）

０

７９．２５

１２月６日(火)

長浜北ＲＣ 「クラブフォーラム」

１１月１０日

６２（１３）

４４（５）

６

９２．５９

１２月６日(火)

彦根南ＲＣ 「１２月４日に変更」

会報委員会

／

小田柿喜暢

那須賢司

嶽釜信一

永井裕樹

