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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

RC名

Milano

国・地域

イタリア・ミラノ

設立年

1923

地域番号

2041

ミラノはイタリア全土では首都ローマに次ぎ第2位、北部イタリアにおい
ては最大の都市で商業、工業、金融の中心。観光地としても名高い。1982
年1,607,804人いた人口はその後ドーナツ化現象で長く減り続けたが、ここ
数年はおおよそ130万人前後で落ち着いている。日本の稚内市とほぼ同緯度
に位置するが、最寒月の平均気温がおよそ5℃程度と、比較的温暖。
出典：Wikipedia

第３１７３回例会

新会員紹介
８月３１日新しく入会されました新会員をご紹介します。

２０１７．９．７

かわむら よしあき

開会点鐘
君が代斉唱
ロータリーソング斉唱「奉仕の理想」
会食・懇談
会長の時間
「私の誇りに思うもの」
幹事報告
委員会報告
ニコニコ箱報告
出席報告
卓話
「学校法人 松風学園について」
ゲスト：学校法人松風学園
理事長
松本 隆 氏
「調理師の育成について」
ゲスト：彦根総合高等学校
顧問
中嶋 章浩 氏
担 当：職業奉仕委員会
閉会点鐘
於．彦根総合高等学校

今日の食事
カレーライス

次回例会案内（2017.9.14）
「盲学校の歴史」
ゲスト：滋賀県立盲学校 校長

辻 富子 氏

川村 嘉昭君
生年月日
勤務先
趣 味

（電力供給）
昭和３６年１２月２３日
関西電力㈱滋賀支社 支社長代理
（彦根市松原町字石持１８８０－１０）
カラオケ・旅行・山歩き

ロータリーの友 ９月号必見どころ
横書き Ｐ７ ロータリーの友月間 より身近な『友』を目指して
Ｐ２２ ２０１８年国際大会開催都市
トロントの「おもてなしの心」
縦書き Ｐ９ クラブを訪ねて 東京中央新ＲＣ
Ｐ２９ ロータリーアットワーク びわ湖畔に響く歌声
びわ湖八幡ＲＣ
９月のスケジュール
９／２ 米山奨学委員長会議（14：00～滋大・大津サテライトプラザ)
サッカー事業打合せ（１８：００～龍鱗）
３ ＲＬＩパートⅡ研修会（９：４５～京都文教学園）
４ 浦部謡曲教室（１９：００～千代神社）
７ 移動例会（１２：３０～彦根総合高等学校）
定例理事会（１３：５０～事務局）
１１ 浦部謡曲教室（１９：００～千代神社）
１４ 新会員歓迎会（１８：００～龍鱗）
謡曲同好会お稽古（１３：４０～彦根ビューホテル）
１６ 新会員セミナー（１０：００～能登川コミュニティセンター）
会長会議（１１：００～能登川コミュニティセンター）
第１組ＩＭ（１３：００～能登川コミュニティセンター）
懇親会（１７：３０～やわらぎホール）
２４ 追悼法要（１０：００～大洞弁財天 長寿院）
３０ ゴルフ同好会第１回ゴルフコンペ（彦根ＣＣ・龍鱗）

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 FAX 0749-26-9272
E-mail：hikonerc@topaz.ocn.ne.jp http://www.hikone-rc.org/

2017～2018年度
会 長
小椋政昭
会長エレクト 安居継彦
幹 事
田井中 徹
会 計
那須賢司
ＳＡＡ
安居秀泰
パストガバナー 山崎時雄 ガバナー補佐 岡田建三

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

創立６５周年記念事業概要
☆追悼法要
日 時 ２０１７年９月２４日（日）１０時より
場 所 大洞弁財天 長寿院
内 容
１０：３０～１１：３０ 法要
１２：００～
食事
対象者は、歴代会長、幹事、ＳＡＡ、副会長の物故者。
ロータリアンの出席者は実行委員の１５名。
☆創立６５周年記念例会
日 時 ２０１７年１０月１２日（木）１８時より
場 所 彦根ビューホテル
１８：００～１８：１５ 例会
１８：１５～１８：３０ パワーポイント
１８：３０～２０：３０ 懇親会
☆記念植樹（桜） １００本の予定
☆記念誌発行
☆実行委員会
会 長
小椋政昭
直前会長 宮川基司
幹 事
田井中 徹
実行委員長 森 育男
記念事業 副委員長 岡田建三
委員
安居秀泰・近藤市右ヱ門
嶽釜信一・ 近本和也
藤岡聖和
記念誌
副委員長 本庄秀樹
委員
本登忠雄・松田充弘
宇佐美雅也・川村嘉昭
前回例会報告
例会に先立ち関西電力（株）の川
村嘉昭君の入会式が行われ、小椋
会長よりバッジが授与されました。
会長の時間では８月２３日に６９歳
の若さで急逝された山﨑滋副会長
の話をされました。彦根ＲＣにとって
惜しい人材を亡くしました。山﨑君は「今年度ＲＩ会長賞を
獲得するためには会員増強が最も重要です。私は医者で
すから是非医者を入会させたい」と熱く語っていました。
今年度副会長になられて一度も例会出席が叶わず、一度
でいいから隣に座ってほしかったと述べられました。山﨑
滋君の心よりのご冥福をお祈りいたします。また、２４日の
納涼例会無事終了の御礼と皆様の声を反映させるべく今
年度長期戦略計画の立案に関するアンケートの協力を呼
びかけられました。
続いて、本日の「私の誇りに思うもの」担当
は本庄秀樹君。入会当時はロータリーって何
するところ？と思っていました。最近入会され
た新会員にもそのような心境の方がおられる
と思います。私は６年間の様々なＲＣ活動を
通して奉仕の精神を学ばせて頂きました。彦根ＲＣに入会
させていただいたことこそが私の誇りに思うものです。

本日の卓話は「ロータリー長期計画」と題して中川勝晴
君が話されました。
小椋会長はクラブ活性化の具体的な目標
の一つとしてＲＩ会長賞の獲得を目標に掲げ
られました。この受賞の必須活動として三つ
の大項目があります。一つがクラブのサポート
と強化、二つ目に人道的奉仕の重点化と増
加、三つ目がロータリー公共イメージと認知度の向上と
なっています。この三つの大項目全てをクリアしてはじめ
てＲＩ会長賞の獲得が見えてきます。本日はこの一つ目に
あるクラブサポートの強化の項目の中にある「クラブ戦略
計画を更新または立案する」この戦略計画案に先立ち皆
さんにクラブ活力テスト及び会員満足度アンケートを実施
させて頂きます。皆さんからの率直なご意見を頂戴し、そ
の結果をもとに長期戦略計画を立案いたします。
以下テスト及びアンケートを約１５分実施。
後日改めて報告させていただきます。ご協力ありがとうご
ざいました。

ニコニコ箱
（本日計 76,000円・累計 618,000円）
本日入会させていただきました。どうぞよろしくお願いいた
します…川村君
川村嘉昭さんご入会おめでとうございます…小椋君、田
井中（徹）君
川村君の入会を祝して…藤田（益）君
川村さんご入会おめでとうございます…西村君、安居
（継）君
いよいよ今年度の事業が本格的に始まります。皆様ご協
力よろしくお願いいたします…小椋君
長期計画の卓話の時間をいただいて…中川君
「私の誇りに思うもの」の時間を下さいましてありがとうござ
います…本庄君
９／７移動例会となります。多数出席よろしくお願いいたし
ます…吉原君
空を舞う トンボに錦の 訪れを！…正村君
夏空から秋空に変わった良いお天気で！…田部（泰）君
申し訳ありませんでした。欠席が続きました…堤君
８２歳の誕生日を祝っていただいて…岡君
喜寿の誕生日を祝っていただいて…中川君
妻の誕生日を祝っていただいて…杉本君、小菅君、本庄
君、藤岡君
家内の誕生日（8/28）でした。４０代最後のお祝いとなりま
した…四方君
結婚記念日を祝って頂いて。３年楽しく過ごしています
…本登君
皆出席を祝って頂いて…本庄君、岡田（眞）君、小椋君
他クラブプログラム予定
９月 ８日(金)

長浜東ＲＣ 「9/4に変更 」

９月１１日(月)

長 浜ＲＣ 「長浜米原地域医療支援
センターの取り組み」

９月１１日(月)

五 ・ 能ＲＣ 「ＩＭについて」

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

受付なし

会員数

当日出席

８月３１日
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９月１２日(火)

長浜北ＲＣ 「あっぱれ祭りを終えて」

８月１７日

６５（１６）

４５（８）

４

８５．９６

９月１２日(火)

彦根南ＲＣ 「新会員スピーチ」

会報委員会

／

赤嶺英光

近本和也

大塚義和

渡邊僖子

