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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

Karachi
1933

国・地域
地域番号

パキスタン・カラチ
3271

カラチは、パキスタン南部、アラビア海沿岸にある。パキスタン最大
の都市。インダス川河口の西に位置する。シンド州の州都であり、世界
有数のメガシティである。2016年の近郊を含む都市的地域の人口は2,282
万人であり、世界第7位である。また、パキスタンにおける商業・金融の
中心地でもある。
出典：Wikipedia

第３１７６回例会
２０１７．１０．５
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
「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
「ふるさと」
ゲスト：米山奨学生
涂 静怡 さん
担 当：米山奨学委員会
閉会点鐘
今日の食事
果肉入り、中国風とうもろこしのスープ
国産豚ロース肉のポワレ、バルサミコヴィネガー風味
グリーンサラダ デザート パン コーヒー

次回例会案内（2017.10.12）
創立６５周年記念例会
１８：００～ 於．彦根ビューホテル

お祝い
会員誕生日
細江正人君（１０月６日）
ご夫人誕生日 森君ご夫人知恵子さん（１０月８日）
小田柿君ご夫人友加里さん（１０月１０日）
澤田君ご夫人恭子さん（１０月１６日）
結婚記念日
堤君ご夫妻（１０月６日）
森君ご夫妻（１０月７日）
大舘君ご夫妻（１０月８日）
田井中（徹）君ご夫妻（１０月９日）
吉原君ご夫妻（１０月１０日）
山崎君ご夫妻（１０月１１日）
小菅君ご夫妻（１０月１２日）
ロータリーの友 １０月号
横書き Ｐ８ 思いを受けて世界へ！学友たちの今
Ｐ１７ たま電車に４カ国語の図書を寄贈
縦書き Ｐ２８ 東ちづるさんを迎え希望の風チャリティー講演
１０月のスケジュール
１０／２ 浦部謡曲教室（１９：００～千代神社）
５ 定例理事会（１３：５０～事務局）
９ 第６回サッカー教室（９：００～金亀公園多目的競技場）
１２ 創立６５周年記念例会(１８：００～彦根ビューホテル)
１６ 浦部謡曲教室（１９：００～千代神社）
１８ 県下ＲＣ合同親睦ゴルフ大会（比良ＧＣ）
１９ 謡曲同好会お稽古（１３：４０～彦根ビューホテル）
ワインクラブ（１８：００～龍鱗）
２１ 第１回滋賀県下ＲＣ野球大会
（９：００～水口・ひのきが丘野球場）
地域別職業奉仕担当者懇談会
（１３：３０～近江八幡市総合福祉センター）
２２ 第４２回ロータリー杯少年サッカー大会
（８：３０～荒神山グランド）
２６ 謡曲同好会お稽古（１３：４０～彦根ビューホテル）
２９ ＲＬＩパートⅢ研修会（９：４５～京都文教学園）

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
副会長
秋野正誠
会 計
那須賢司
パストガバナー 山崎時雄

会長エレクト
幹 事
ＳＡＡ
ガバナー補佐

安居継彦
田井中 徹
安居秀泰
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

第１組ＩＭ報告
出席委員長 石原成郎
ＲＩ第２６５０地区第１組ＩＭが９月１６日（土）五個荘・能登
川ＲＣのホストのもと、能登川コミュニティセンターにて開
催されました。台風の影響で朝から雨が降る悪天候にも
関わらず県下２１クラブ９３５名のメンバーのうち、４６５名の
登録出席者がありました。我が彦根クラブからは２９名の
参加をいただきました。基調講演 を「近江商人の活動とマ
ネジメント思想」と題して安冨 歩氏がされました。とても興
味深い内容のお話と同時に安冨氏の姿勢スタイルにも感
銘を受けました。

新会員セミナーに参加して
上ノ山眞佐子
９月１６日（土）能登川コミュニティセンターで開催されま
した新会員セミナーに彦根ＲＣから上西君、川村君、松田
君、近本君とともに参加しました。
セミナーでは、中島地区職業奉仕委員長の講和があり
ました。講和ではロータリークラブの成り立ちについて、設
立当初より変わることなく大切にされているものとともに、
時代や社会情勢、会員のニーズに応じて微調整されてき
た倫理や目的をこれまでの道徳律や決議、宣言、行動規
範を紹介しながら話されました。職業奉仕と社会的奉仕に
ついて「超我」や「利他」の理念、ServiceとProfitの意味を
通して説明された内容が特に印象に残りました。後半は６
～７人のグループに分かれて、入会の動機や新会員とし
て戸惑っていることなどを県内各地のＲＣの方々と自由な
雰囲気の中で話し合いました。
セミナー担当の皆様のご配慮のおかげで有意義な学び
の時間となりました。
前回例会報告
小椋会長から「９月２４日（日）に創立６５周年記念物故
者法要を大洞弁財天長寿院 阿弥陀堂にて執り行いまし
た。物故者ご家族、会員の皆様お参りを頂きありがとうござ
いました。諸先輩方の偉大なる功績に感謝すると共に、よ
り一層彦根ＲＣの歴史、伝統に磨きをかけなければならな
いと思いました。」と述べられました。
「私の誇りに思うもの」は吉原 保君。支えて
頂いている地域の皆様、取引先の皆様ならび
に従業員が私の誇りであり、特に従業員に対し
てはヨシハラに勤めて良かった！と誇りに思え
るような会社にしていかなければならないと思っていま
す。」と話されました。
本日の卓話は「新会員スピーチ」で上ノ山眞佐子君と藤
岡聖和君が話されました。

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

上ノ山君は昭和２７年西宮市生まれ。滋賀県
との出会いは中学生の頃に読んだ社会福祉
の父とよばれた糸賀一雄の本「この子らを世の
光に」に感銘を受ける。高校の時には滋賀出
身の岡林信康に憧れ、その岡林信康の影響もあって同志
社大学に進学し社会福祉を専攻、卒業後病院でソーシャ
ルワーク、カウンセリングに従事し、１９９０年に南彦根駅前
で診療所を開業、現在は「地域のメンタルヘルスの向上に
貢献する」を目標に掲げたＮＰＯ法人サタデーピアを立ち
上げ日夜活動中です。
藤岡君は昭和４８年大阪府羽曳野市生ま
れ。大学は当時のNHKスペシャル（アインシュ
タインロマン）に影響を受け理系の関西学院大
学理学部に進学、卒業後はNTTへ入社し、電
子認証事業を立ち上げ３年で黒字化を果た
し、現在は業界トップになる。最近は竹生島、彦根城、信
楽などを巡って滋賀を勉強中です。
最後に秋野正誠君から副会長就任の挨拶
がありました。「山﨑滋君が急逝された緊急事
態であり、小椋会長のお役に立つことがあれ
ばとの思いで引き受けさせて頂きました。僅か
な期間ですが会長を支えて参りますのでよろ
しくお願いします。」と話されました。
ニコニコ箱
（本日計 87,000円・累計 835,000円）
物故者法要にご参加頂いた会員、実行委員の皆さんお
疲れ様でした。岡田さんお世話になりました…小椋君
２４日の物故者法要には岡田さん始め皆様にご協力いた
だき無事終わりました。ありがとうございました…森君
物故者法要無事終わらせていただきました…岡田（建）君
創立６５周年行事の会員物故者法要に招き頂ききありがと
う。米山功労者７回目をいただいて…田井中（順）君
物故者法要を開催して頂きましてありがとうございます
…藤田（益）君、田部（正）君
６５周年記念法要ではお世話になりました。ありがとうござ
いました…田井中（徹）君、近藤君
物故者会員様を偲んで…安居（秀）君
先日の法要では皆様お疲れ様でした…安居（継）君
創立６５周年会員物故者法要に参加して…和田君
岡田様大変お世話になりました…嶽釜君、那須君
秋野副会長おめでとうございます…安居（継）君
卓話の機会に感謝して…上ノ山君、藤岡君
３分間スピーチのお時間をいただきまして…吉原君
本日衆議院が解散されました…田部（泰）君
誕生日を祝っていただいて…田井中（徹）君
妻の誕生日を祝っていただいて…松田君
今年も一年間皆出席できました…藤田（益）君
皆出席を祝っていただいて…岡田（建）君、安居（継）君
ＳＡＡのお許しをいただいて…本庄君
他クラブプログラム予定
１０月 ６日(金) 長浜東ＲＣ 「私」
１０月 ９日(月) 長 浜ＲＣ 「休会」

受けなし

１０月 ９日(月) 五 ・ 能ＲＣ 「休会」

受付なし

会員数

当日出席

９月２８日

６５（１６）

４５（７）

６

８８．８９

１０月１０日(火)

長浜北ＲＣ 「休会」

受付なし

９月 ７日

６５（１６）

４０（４）

１０

９４．３４

１０月１０日(火)

彦根南ＲＣ 「休会」

受付なし

会報委員会

／

赤嶺英光

近本和也

大塚義和

渡邊僖子

