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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
設立年

Tacloban
1947

国・地域
地域番号

フィリピン・タクロバン
3860

タクロバンはフィリピン中部、レイテ島北東部の海岸にある港湾都市。2008年
12月18日に高度都市化都市に指定された。マニラの南東約 580㎞に位置してい
る。2010年現在人口は約22万人、バランガイ（集落）の数は138。第二次世界大
戦中はフィリピンの臨時首都でもあった。レイテ湾とその周辺海域は、太平洋戦
争中に世界海戦史上最大の激戦となったレイテ沖海戦の舞台として有名である。
出典：Wikipedia

第３１７７回例会

２０１７．１０．１２

＜創立６５周年記念例会＞
例
会
18:00～

開会点鐘
「君が代」斉唱
ロータリーソング斉唱「奉仕の理想」
お客様紹介
物故会員追悼の黙祷
挨拶

会長 小椋政昭
ソングリーダー 嶽釜信一
ソングリーダー 嶽釜信一

会長
創立６５周年実行委員長
会長
彦根市長

記念事業 目録贈呈
祝辞
祝電披露
会務報告（幹事・委員会・ニコニコ箱・出席）
閉会点鐘
記念事業
18:30～

祝
宴
18:45～

「創立６５周年記念映像」

会長 小椋政昭
記念事業委員 嶽釜信一

開宴挨拶
乾杯
会食（懇談）
アトラクション（ギタリスト 蓮見昭夫）
閉宴の挨拶
ロータリーソング「手に手つないで」

今日の食事

小椋政昭
森 育男
小椋政昭
大久保 貴 様

（司会）記念事業委員 近藤市右ヱ門
副実行委員長 岡田建三
直前会長 宮川基司

副実行委員長 本庄秀樹
ソングリーダー 正村嘉規

次回例会案内（2017.10.19）
特別お料理

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/

「 マイロータリーについて 」
担当 ： 広報雑誌委員会
2017～2018年度
会 長
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創立６５周年を迎えて
会長 小椋政昭
彦根ロータリークラブは、１９５２年（昭和２７
年）１０月２日に国内８５番目、県内３番目の
ロータリークラブとして設立されました。
本日、皆様と共に６５周年を迎えることがで
きましたことに感謝申し上げます。
歴史と伝統ある彦根ロータリークラブは、わ
たしたちの先人が、この６５年の間の時代の潮流の変化の
中で積み上げてこられました。過去の実績に感謝し、先日
９月２４日大洞弁財天長寿院様の阿弥陀堂において、物
故者家族会員の皆様のご出席により追悼法要を執り行い
ました。
今、わたしたちはこの歴史ある伝統に更に磨きをかけて
いかなければなりません。
新年度会長テーマ「現在を見つめ、未来を創造する」
“明るく、楽しく、前向きに”とさせて頂き、３ヶ月あまり経ち
ました。ロータリーの活性化を図っていかねばならないと
決意を新たにしています。
６５周年記念の諸事業により、ロータリーが地域社会に
貢献することで、地域の皆様にロータリーの存在を広く認
知していただけると思います。地域社会へのはたらきかけ
を積極的かつ効果的にすることで、ロータリーの公共イ
メージは向上すると考えます。
次の２点を重要課題としています。
１．Ｒ１会長賞にチャレンジし、クラブの長期戦略計画を立
案・実行することにより、魅力あるクラブ、力強いクラブを
目指します。
２．ＲＬＩ委員会の設置
田中ガバナーは、ロータリーを活性化するには、“愛着と
誇り”を持ってロータリーを学び、考え、行動するクラブづ
くりが重要であると述べられています。ロータリークラブは
リーダーを養うところだと言われています。自分自身のモ
チベーションを高め、積極的に参加・研修することで未来
のリーダーを育成し、クラブの活性化を図っていきたいと
思います。
クラブ会員が一丸となって活動すれば、その力は無限と
なり、未来の創造と魅力的で個性豊かなクラブの創造に
つながると思います。どうぞ、皆様方のご理解、ご協力とご
支援を賜わりますようお願い申し上げます。

創立６５周年を迎えて
創立６５周年実行委員長 森 育男
本年度の彦根ロータリークラブ創立６５周
年記念事業は小椋会長の指示を受けて、次
の３つの事業を内輪だけ行います。
まず１つ目は、９月２４日に行いました彦根
ロータリークラブ会員の物故者法要で、会員
物故者のご家族９名の方々、会員２６名の出
席で、大洞弁財天 長寿院様で行いました。
２つ目は、ＲＩ会長の「全会員につき少なくとも１本の植樹
をするようすべてのロータリークラブにお願いしたい。この
取り組みにより、１２０万本の新しい樹木が植えられ、環境
への良い影響があるでしょう」と、彦根市の１０００本桜プロ
ジェクトが行われており、これらを受けて、６５周年の記念
事業として、２０１８年４月２２日の「アースディ」までに１００
本の桜苗木の植樹を行います。そこで、本日の記念例会
に大久保彦根市長をお招きし、目録をお渡しします。
３つ目はこの５年間を振り返ってと題し、記念誌を発行し
ます。
アースデー earth day とは
地球の日のこと。
１９７０年４月２２日アメリカで行われた環境保護運動を記
念し、G.ネルソン議員がこの日を「アースデー」と宣言、全
米各地で活動を開始。
現代の環境保護運動のさきがけといわれている。
８０年からは全世界に呼びかけ、９０年４月２２日にはスタ
ンフォード大学のデニス・ヘイズ客員教授らにより２０周年
記念イベントが計画され、日本を含む１４１ヵ国・地域の
人々が参加した。
フランスでは５０万人が「人間の鎖」をつくり、アメリカでは
大統領が環境保護団体を表彰するなど、世界中で地球を
守ることを趣旨とした動きがみられた。
以後毎年「４月２２日」を世界中の人々が地球について
考える日とし、さまざまな取組みが行われている。

蓮見昭夫プロフィール
１９８９年渡独し、ドイツ国立アーヘン音楽大学に入学。クラシックギターを佐々木忠氏
管弦楽法を、W.Breuer氏に師事。ヨーロッパ各地において様々な活動を行い、
９３年Finale Ligure国際ギターコンテスト（イタリア）に上位入賞。９４年同校を卒業。
同時にＤＩＰＬＯＭ（ドイツ国家演奏家資格）を修得。
現在、都内をベースにジャズ、ボサノヴァ、クラシック等様々なジャンルにおいて
ギタリスト、作編曲家、プロデューサーとしても活躍中。
０９年９月よりYoutubeにチャンネルを開設（現在２５０万アクセス突破）。
１１年９月オリジナルＣＤ『Mélange』を発表。
１３年９月銀座三越にて開催された片岡鶴太郎展『夕暮此糸（ゆうぐれむらさき）』にて
片岡氏の絵画とのコラボレーション作品を展示。好評を得る。
１５年３月にはサントリーホール ブルーローズにてソプラノ歌手鴨田直子と
ジョイント・リサイタルを行い好評を博す。

新会員紹介
１０月５日新しく入会されました新会員をご紹介します。
あさ やま さ だのぶ

浅山 禎信 君
生年月日
勤務先

（議員秘書）
昭和４０年５月２５日
うえの賢一郎事務所 秘書
（彦根市本町２丁目５－２）

理事会報告
１．年忘れ家族会の件 承認
１２月１４日（木）１８：００～ 於．彦根ビューホテル
会費８，０００円（全員登録）
２．ベトナム平和村手荒い場設置に関する国際奉仕活動－
「水と衛生」の国際奉仕－の件 承認
枯葉剤の影響を受けた約１００人の子ども達が暮らすハ
ノイにあるホアビン平和村（身体障害者施設）において、
ＮＰＯ法人手を洗おう会と協力して「老朽化した手洗い、
シャワー、トイレ設備の改修」「正しい手洗いの仕方や衛
生の大切さを教える」という活動をする。
改修費用の一部１０万円を寄付。
３．会員名簿作成の件 承認

情報集会開催日時・場所
第１班
第２班
第３班
第４班
第５班
第６班
第７班

１０月 ５日（木）１８：００～
１０月２６日（木）１８：３０～
１０月 ５日（木）１８：００～
１０月２６日（木）１８：００～
１０月２７日（金）１８：００～
１１月 ２日（木）１８：００～
１０月２６日（木）１８：００～

於．龍鱗
於．双葉荘
於．レストラン千成亭
於．レストラン千成亭
於.ホテルサンルート彦根
於．龍鱗
於．伊勢幾

第１回ゴルフ同好会コンペ報告
ゴルフ同好会幹事 本登忠雄
９月３０日（土）彦根
カン ト リ ー 倶 楽 部に
て、今年度初めての
ゴルフ同好会コンペ
を開催しました。
秋晴れの絶好の天
候に恵まれ、５組１８
名の方が参加されま
した。
大変楽しい雰囲気の中プレーすることができ、昨年度年
間チャンピオンの田井中 徹君が実力通りの力を発揮し、
見事第１回優勝を勝ち取られました。準優勝は、同好会
会長の大舘君、３位は石原君でした。
懇親会は龍隣さんにて、成績発表を兼ねて、美味しい
お酒とお料理をいただきました。
次回を１１月４日に予定していますので、多くの方の参加
をお願いします。
OUT IN GROSS HDCP NET
優 勝 田井中 徹 君 ３７ ４３ ８０
９．６ ７０．４
準優勝 大舘 康伸 君 ４７ ４６ ９３ ２０．４ ７２．６
第３位 石原 成郎 君 ４４ ３８ ８２
７．２ ７４．８

第６回サッカー教室開催
青少年委員長 角田 仁
１０月９日(体育の日)晴天の中で、金亀公園多目的競技
場において京都サンガＦＣよりコーチを招きサッカー教室
を開催しました。
京都サンガＦＣから加藤チーフコーチ、村上、山本の３
名、少年サッカー選手(３年生から６年生)１１５名、指導者・
父兄、ロータリアン２３名の参加がありました。
午前９時から開会式が始まり、小椋会長、廣野彦根市
サッカー協会会長の挨拶があり、その後、サッカー教室が
始まりました。
コーチからはサッカーに対する考え方、技術的なことを
指導されていました。選手の子供たちは元気よくグランド
を駆けずりまわっていました。
サッカー教室終了後、記念撮影、コーチのサイン会があ
り、選手たちは自分のボール、色紙、小物ケースなどにサ
インをもらっていました。コーチ達はこどもを送り出すとき
に「いっぱい食べろよ」と元気づけていました。
次は、１０月２２日（日）荒神山グランドにて、第４２回ロー
タリー杯少年サッカー大会を開催いたします。是非、多数
のロータリアンの参加をお願いします。

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

今後の予定
２０１８年３月１８日（日） 会長エレクト研修セミナー
（橿原ロイヤルホテル）
４月 ７日(土） 会長・幹事・地区委員長会議
ＲＩ会長代理歓迎晩餐会
（ウェスティン都ホテル京都）
４月 ８日（日） 地区大会（みやこめっせ)
４月１５日（日） 地区研修・協議会
（国立京都国際会館）
６月２４日（日） 国際大会（カナダ・トロント）

前回例会報告
小椋会長、秋野副会長欠
席のもと、安居（継）会長エレ
クトにより、例会が運営されま
した。本日、浅山禎信君が８
人目の新会員として紹介さ
れ、安居エレクトよりバッジが
授与されました。浅山君はう
えの賢一郎事務所に勤務。
選挙を控え、頭がぼーっとす
る中で「末永くよろしく」と挨拶されました。
「私の誇りに思うもの」は宇佐美雅也君。
１９８０年代後半、熱海の温泉街が斜陽の時、
「景気が良くも悪くも、人は癒しのため旅をする
ものだ」と父の言葉。父の思いを継いで今日こ
の仕事をしていることが私の誇りですと話されま
した。

本日の卓話は米山月間であることから、米山奨学生の
涂 静怡さんがステキな民族衣装を着て、「私のふるさと」
と題してパワーポイントを使って話されました。
「中国の南、福建省が私のふるさとで海の文
化、山の文化を持っていて、多くの世界遺産
もある。福建省産の烏龍茶は特に有名で、お
茶の文化を大切にしている。日本は自分の第
２のふるさとと思っている。自
分の目で世界を見たいと思い、７年前日
本に来た。自分の見たこと、経験したこと
が中国と日本の交流、理解の力になれば
嬉しい。来年帰国するが、日本で勉強し
た知識がふるさとの発展を支えるだけで
なく、日本の文化や人の思いやり、温か
い心を中国の人々に伝えたい」と結ばれ
ました。

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

お客さま
涂 静怡さん（ゲスト：米山奨学生）
杉原祥浩君（彦根南ＲＣ）
ニコニコ箱
（本日計 79,000円・累計 914,000円）
入会させていただきましてありがとうございます…浅山君
浅山さんご入会おめでとうございます…安居（継）君、田
井中（徹）君、西村君
浅山君入会御祝…清水君
浅山さんの入会を祝して…那須君、細江君、森君
うえの賢一郎事務所 浅山秘書ご入会を祝して
…安居（秀）君
祝 浅山君を迎えて。今後ともよろしくお願いします
…和田君
会長の代理をつとめます。よろしくお願いします
…安居（継）君
涂さん卓話よろしくお願いします…安居（継）君
「私の誇りに思うもの」のお時間をいただいて…宇佐美君
今月は米山月間です。卓話宜しくお願いします…近藤君
入会させていただき１ヶ月がたちました。今後ともよろしく
お願いいたします…川村君
ゴルフ同好会多くの方が参加していただきありがとうござ
いました…本登君
ゴルフ同好会で優勝させていただきました。ありがとうござ
いました…田井中（徹）君
昨日自動車運転免許更新前の高齢者運転適正検査を受
講してきました…田部（泰）君
仲秋の 月に届けや だんご味…正村君
誕生日を祝っていただいて…細江君
妻の誕生日を祝って頂いて…小田柿君、澤田君、森君、
大舘君
結婚記念日を祝っていただいて…田井中（徹）君、森君、
小菅君、大舘君
結婚記念日を祝って頂いて。上田さん自宅まで御祝いの
品宅配して頂きありがとうございました…杉本（克）君
ＳＡＡのお許しをいただいて…小田柿君、森君

他クラブプログラム予定
１０月１３日(金)

長浜東ＲＣ 「出会いは人生の宝」

１０月１６日(月)

長 浜ＲＣ 「おんな城主直虎と龍潭寺」

１０月１６日(月)

五 ・ 能ＲＣ 「会員卓話」

会員数

当日出席

１０月 ５日

６６（１６）

４５（６）

１

８２．１４

１０月１７日(火)

長浜北ＲＣ 「移動例会」

９月１４日

６５（１６）

４６（６）

４

９０．９１

１０月１７日(火)

彦根南ＲＣ 「公式訪問リハーサル」

会報委員会

／

赤嶺英光

近本和也

大塚義和

渡邊僖子

受付あり

