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国際ロータリー・テーマ

ロータリー：変化をもたらす

国際ロータリー会長

イアン・ライズリー

地区テーマ

愛着と誇り

第2650地区ガバナー 田中誠二

彦根ＲＣ会長テーマ

「現在を見つめ、未来を創造する」明るく・楽しく・前向きに
彦根ロータリークラブ会長 小椋政昭
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フランスにおける経済の中心地であり、世界屈指の経済都市でもある。
2014年のパリ都市圏の総生産は6798億ドルであり、東京都市圏、ニューヨー
ク都市圏、ロサンゼルス都市圏、ソウル都市圏、ロンドン都市圏に次ぐ世界
6位の経済規模を有する。BNPパリバ、トタル、アクサなど世界有数の大企業
の本社が所在しており、世界500大企業の本社数では、ニューヨークやロン
ドンを凌ぎ、西洋の都市では最多である。
出典：Wikipedia

第３１７０回例会
２０１７．８．１７
開会点鐘
ロータリーソング斉唱「我らの生業」
ビジター紹介
会食・懇談
会長の時間
「私の誇りに思うもの」
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
「父親と息子 そして会社」
担当：那須賢司 君
閉会点鐘

今日の食事
カレーバイキング

次回例会案内（2017.8.24）
納涼例会
集合 １８：４５ 近江鉄道彦根駅 改札口

お祝い
会員誕生日

戸所岩雄君（７月２２日）
秋野正誠君（８月２１日）
ご夫人誕生日 戸所君ご夫人佐紀子さん（７月２１日）
田井中（順）君ご夫人郁子さん（８月２６日）
結婚記念日
山﨑（滋）君ご夫妻（８月２４日）

新会員紹介
８月３日新しく入会されました新会員をご紹介します。
まさむら よしのり

正村 嘉規 君
生年月日
勤務先
趣 味

（文具・事務用品販売）
昭和１５年１１月１３日
㈲正木屋商店 代表取締役
（彦根市銀座町６－１３）
スキー・ゴルフ

理事会報告
１．新会員の件 承認
２．移動例会の件
９月７日（木）１２：３０～ 於．彦根総合高校
３．創立記念事業の件 承認
４．少年サッカー事業会議の件 承認
５．職業分類新設の件
議員秘書を新設
職業奉仕担当者研修会報告
奉仕プロジェクト委員長 今村康博
７月2９日（土）メルパルク京都にて職業奉仕担当者研修会
に参加してまいりました。
第１部では、中島委員長よりロータリーに於ける職業奉仕の
位置づけについてお話があり、続いて伊藤委員よりＡ．Ｆ．
シェルドンとロータリーの第２標語と題した講話があり、今まで
の経緯を含めてお話されました。
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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

第２部では、クラブ職業奉仕活動の実践事例発表で東
近江ＲＣの「出前講座 ちょっときてぇな講座」と福井西ＲＣ
の特別講義「福井県立大学キャリアデザイン特論」授業を
発表されました。どちらも地域の抱える問題にロータリアン
がプロフェッショナルな観点と奉仕の精神で応える素晴ら
しい事業でした。職業奉仕の定義が時代を経て紆余曲折
しておりますが、田中ガバナーは「奉仕・親睦・多様性・高
潔性・リーダーシップ」を大事にし、今年度も素晴らしい事
業が行われること期待しますとのことでした。

前回例会報告
例会に先立ち新会員の入会式が
行われました。正村嘉規君が入会
され、小椋会長よりバッジが授与さ
れました。
会長の時間では、彦根南ＲＣ髙
木会長から「彦根ＲＣは今年度６５
周年を迎えられるということでおめ
でとうございます。わがクラブも４０
周年を迎えることになりました。記
念事業としては交流イベントとＩＡＣ
の設立に向けて動いております。
今年度７０名でスタートします。これ
からもどうぞよろしくお願いします。」小椋会長から「両クラ
ブが協力して地域にロータリーの存在を認めていただける
ように頑張りたいと思います。本日は正村さんが入会され
ました。正村さんは信念と行動力のある方です。正村さん
にしかできない技を持っておられますので、どうぞよろしく
お願いします。先日、高松ＲＣ創立８０周年に行ってきまし
た。２１名の方が参加されました。昭和５５年３月１３日に姉
妹クラブの調印をいたしまして、今年で３７年になります。
これからも交流を持っていきたい。」と話されました。
本日の私の誇りに思うことは森 育男君。「私
は小椋会長のご指名で今年度の６５周年の実
行委員長を受けさせていただきました。歴代
の実行委員長に続いてさせていただきます。」
と話されました。
卓話では、前年度決算、今年度予算報告があり、前年
度決算について田井中（徹）前年度会計から説明、会計
監査の報告があり、拍手にて承認。今年度の予算につい
て、那須会計から説明があり、拍手により承認されました。
次に理事挨拶として、森財団・奨学金委員長から「いか
にサポートできるかが私の役目。近藤君と岡田君がいます
ので、うまくいくと思います。一年間よろしくお願いしま
す。」と話されました。
「会員増強について」ということで和田会員増
強委員長から「ＲＩ会長賞受賞という目標があり
ます。その必須課題が会員増強であります。
そのためには皆様の協力が必要です。本日、
推薦状をお配りさせていただいております。
「サブミット６４」で６４枚推薦状の回収を目標といたします。
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４．みんなのためになるかどうか

一人一名の推薦をお願いします。さらに我々だけでなく地
域に知っていただくため、新聞、メディアに発信し、認知
度を上げていきます。ご協力をよろしくお願いします。」と
話されました。
お客さま
髙木淳一君・菊川太嗣君（彦根南ＲＣ）
涂 静怡さん（米山奨学生）
ニコニコ箱
（本日計 77,000円・累計 439,000円）
彦根南ＲＣの会長を務めさせていただきます。一年間よろ
しくお願いします…髙木君（彦根南）
本年度彦根南ＲＣの幹事をさせていただきます。よろしく
お願いします…菊川君（彦根南）
彦根南ＲＣ髙木会長、菊川幹事ようこそお越し下さいまし
た。正村さんご入会いたたき感謝します…小椋君
彦根南ＲＣ髙木会長、菊川幹事よろしくお願いいたします
…安居（秀）君
髙木会長、菊川幹事ようこそお越し頂きました 宮川君
彦根南ＲＣの会長幹事ご苦労様です…本庄君
１０年ぶりに古巣へ帰ってまいりました。浦島太郎です。よ
ろしくお願いします…正村君
正村さんの入会を祝して…石原君、安居（秀）君、小島君
おかえりなさい、正村さん。今後ともよろしく…大舘君
正村さん入会おめでとうございます…片岡君、西村君、安
居（継）君、近藤君
正村さん再入会おめでとうございます…宮川君、清水君、
田部（正）君
正村君を迎えて…大森君
正村様お帰りなさい…田部（泰）君
正村さんが再入会されてにぎやかになりますね～
…川原崎君
正村さんの再入会を祝して＆話をさせて頂いて…森君
会員増強月間です。卓話宜しくお願い致します…和田君
長い間欠席が続きました。少し体調がよくなりこれからは
出席します…田井中（順）君
２０１６～１７決算書、２０１７～１８予算書の承認ありがとうご
ざいます…本庄君
会計予算報告させていただきます…那須君
本日ローターアクトの所信表明例会を開催します。皆様の
ご協力をお願いします…本登君
高松ＲＣ８０周年記念式典お疲れ様でした
…田井中（徹）君
高松では皆様お世話になりました…安居（継）君
彦根東高校の甲子園出場を祝して…藤田（益）君
彦根東高校野球部甲子園出場おめでとう…安居（継）君
誕生日を祝っていただいて…中居君、小椋君
妻の誕生日を祝っていただいて…藤田（益）君

他クラブプログラム予定
８月１８日(金)

長浜東ＲＣ 「いじめ問題について 」

８月２１日(月)

長 浜ＲＣ 「地区会員増強の現状」

８月２１日(月)

五 ・ 能ＲＣ 「ＩＭについて」

８月２２日(火)

長浜北ＲＣ 「地域おこし協力隊の活動を
通しての長浜の可能性 」

８月２２日(火)

彦根南ＲＣ 「納涼例会」

近本和也

大塚義和

渡邊僖子
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