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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
国・地域
オーストラリア・ダーウィン
Darwin
設立年
地域番号
1958
9550
ダーウィンは、オーストラリア連邦の準州ノーザンテリトリーの州都である。人口は12
万5千人（2009年）、オーストラリアでは16位で、準州の総人口の約6割がここに集中して
いる。オーストラリア大陸北側のティモール海沿いに位置する。他の国内主要都市からは
離れた位置にある（パースから4042㎞、首都のキャンベラからは3969㎞）一方でオースト
ラリアではアジアに最も近い位置（ジャカルタまで2700㎞、那覇まで4300㎞、東京まで
5400㎞程度）にあることから、非常に多文化的な都市となっている。
出典：Wikipedia

第３１８０回例会
２０１７．１１．２
開会点鐘
君が代斉唱
ロータリーソング斉唱「奉仕の理想」
４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
「ロータリー財団について」
担当：ロータリー財団委員長
岡田眞智子
閉会点鐘

今日の食事
野菜スープ、カレー風味 グリーンサラダ
アトランティックサーモンの香草風味 パン
クレーム・ド・ランベルセときなこロール コーヒー

次回例会案内（2017.11.9）
新会員スピーチ
澤田和重 君 ・ 四方清文 君

お祝い
結婚記念日 浅山君ご夫妻（１１月３日）
小椋君ご夫妻（１１月７日）
ロータリーの友 １１月号必見どころ
横書き Ｐ１２ ロータリー財団月間
私たちの目標：ポリオのない世界
Ｐ２０ 難民にシェルターを、日本の教育現場に
難民についての教材を
Ｐ２８ 日本のロータリー１００周年実行委員会
アンケート調査結果報告
縦書き Ｐ４ ロータリー財団奨学金、その後
Ｐ１５ ロータリーにおける忖度
１１月のスケジュール
１１／２ 定例理事会（１３：５０～事務局）
４ ゴルフ同好会第２回ゴルフコンペ
（彦根ＣＣ・伊勢幾）
６ 浦部謡曲教室（１９：００～千代神社）
９ 謡曲同好会お稽古（１３：４０～彦根ビューホテル）
１０ 希望の光１１０プロジェクト
（１０：００～県立盲学校体育館）
１２ グルメ同好会（祇園東・鳥居本）
２０ 浦部謡曲教室（１９：００～千代神社）
２５ 指導者育成セミナー・第２６５０地区決議会
（１３：３０～大津プリンスホテル）
３０ 謡曲同好会お稽古（１３：４０～彦根ビューホテル）
彦根ＲＡＣ例会
１１月 ２日（木） 「盲導犬・食品衛生について」
１９：３０～食事 ２０：００～例会
１１月１６日（木） 「えびす講準備例会」
１９：３０～食事 ２０：００～例会

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/
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田井中 徹
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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

和歌山ＲＣ例会訪問
名門ＲＣを訪ねる会 会長 西村 昭
同好会「名門ＲＣを訪ねる会」は、大阪・東京・京都・名
古屋・金沢・大津・岡山・横浜・広島・仙台・静岡各ＲＣ訪
問に次ぐ、１２番目の訪問先、和歌山ＲＣ１０月２４日の例
会に同好会メンバー秋野、藤田、西村の３名が出席しまし
た。台風通過の翌日で、その影響で列車の遅れ続出でし
たが、何とか時間までに到着することができました。和歌
山ＲＣは昭和１２年４月に日本で２８番目に創立、８１年目
の歴史と伝統ある名門クラブです。スポンサークラブとして
１１ＲＣを設立し、ガバナー５名を輩出しているクラブで、会
員数は６８名です。例会場はダイワロイネットホテル和歌山
の４階で、窓外には和歌山城が見渡せました。
瀬川会長、野井幹事、福辺ＳＡＡ、テーブル同席のメン
バーと名刺交換。開会時刻前から食事開始が告げられ、
開会点鐘後少し経て、１２時４０分頃からソング、ゲスト・ビ
ジターの紹介、会長の時間と続きました。瀬川会長から彦
根ＲＣから同好会「名門ＲＣを訪ねる会」の来訪を紹介さ
れ、秋野さんが挨拶、小生が会長とバナー交換をしまし
た。卓話は「測量に関する理論と知識」をテーマに土地家
屋調査士の片岡聖佳氏からＧＮＳＳ（ＧＰＳ測量）、デジタ
ルマッピング、準天頂衛星（みちびき衛星）システム等に
ついて興味深い話をされました。
閉会後は白浜に向かい、京大白浜水族館を見学し、白
良荘グランドホテルで懇親会・宿泊。翌日は、熊野三社神
社、貝寺（本覚寺）、南方熊楠記念館、白浜美術館、とれ
とれ市場を見学して帰途につきました。ご参加の皆様お
疲れ様でした。

前回例会報告
会長の時間では、「２２日のサッカー大会が台風２１号のた
め中止となり、後日日程が決まったらまたご協力を」と話さ
れ、ＲＩ会長賞の道のりをボードを使って進捗状況を説明さ
れ、赤い花が徐々に増し、各項目達成に向け、協力をお願
いされました。また、１１月１０日の希望の光プロジェクトに会
員数の半数以上の参加を呼びかけられました。
次に、「私の誇りに思うもの」は谷 節雄君。会
長テーマにある「明るく、楽しく、前向きに」のよう
に後ろを振り返ることになくボジティブに歩んで
いることを誇りに思うと話されました。

出席報告
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４．みんなのためになるかどうか

本日の卓話は、「新会員スピーチ」で、上西信昭君と正村
嘉規君。
上西君はパワーポイントがうまく作動せず、予
定がくるいましたので、ご自身の職業について
語られました。「犯罪を犯した人や色んな事情
で行き場のない人達の受け皿となり、互いに信
頼し合うことで皆が一般人になれている。私自
身ロータリーに入会して市民権を得た気がします」と話されま
した。まさにＲＣの職業奉仕を実践されていると思いました。

正村君は、しばらくニュージーランドのエイ
ボンヘッドＲＣに移籍されて、この度再入会さ
れ、「まず嬉しかったことは６５周年事業の一
環で催行された追悼法要。これからも年に一
度位は諸先輩方を偲ぶ法要例会を」と提案さ
れ、また、思い出としては、以前モンゴルへポリオワクチン
投与に参加した折、出会った杉山氏の言葉「歌は歌わな
ければ歌でない（略）愛はいくら育んでも必要な人に届か
なければ愛でない」に感銘を受けたこと。ニュージーランド
の会員だった頃の思い出話をされ、ＲＣは明るく楽しく前
向きに参加しなればいけない。これからもロータリーライフ
を楽しみたいと結ばれました。
最後に残った時間を会長タイムに。今年のテーマを「現
在を見つめ、未来を創造する」としたが、実はその前に
「過去に感謝し・・・」を付けたかった。そのテーマのために
何をするのか？ ＲＣの目的とは奉仕を学び、職業を通し
て社会に奉仕すること。では目標は？「ＲＩ会長賞達成が
目標である！」と力強く述べられ、さらに「ロータリーの友」
を読みましょうと結ばれました。
お客さま
寶来扶佐子君（大阪南ＲＣ）
ニコニコ箱
（本日計 26,000円・累計 1,117,500円）
久しぶりのお天気です。写真を頂いて、にこにこです
…小椋君
曼珠沙華 齢 重ねて 炎立つ…正村君
創立記念例会、法要の写真ありがとうございました。記念
例会当日出席できずに残念でした…小島君
創立記念例会の写真をいただいて…小菅君、岡君
法要の写真をありがとうございました…嶋津君
写真をいただいて…西村君、北村（登）君、那須君
写真ありがとうございます…安居（継）君、大舘君、田井中
（順）君、片岡君
写真をいただいて。バッジを忘れました…岡田（建）君
お陰様で台風の被害はほとんどありませんでした…安居
（継）君
皆出席を祝っていただいて…北村（登）君、田部（泰）君
ＳＡＡのお許しをいただいて…片岡君、本庄君

他クラブプログラム予定
１１月３日(金)

長浜東ＲＣ 「休会」

１１月６日(月)

長 浜ＲＣ 「財団について」

１１月６日(月)

五 ・ 能ＲＣ 「米山奨学生卓話」

１１月７日(火)

長浜北ＲＣ 「滋賀県下における暴力団
排除の取り組みについて 」

１１月７日(火)

彦根南ＲＣ 「11/5に変更」

近本和也

大塚義和

渡邊僖子

受付あり

