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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

Oldenzaal
1974

国・地域
地域番号

オランダ・オンデンザール
1560

オンデンザールは、オランダ東部のオーファーアイセル州にある基
礎自治体および都市。ドイツ国境に近い、トウェンテ地方に位置す
る。1249年に都市権を得た。歴史的にはハンザ同盟に加盟していた
デーフェンテルの影響下で、ハンザ同盟の一部をなしていた。
出典：Wikipedia

第３１９１回例会
２０１８．２．８
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
「ベトナム平和村 国際奉仕報告」
担当：国際奉仕委員長
小田柿 喜暢
閉会点鐘

今日の食事
マッシュルームのクリームスープ
サクラマスのポワレ、マスタードソース、カシス風味
グリーンサラダ、季節のデザート コーヒー パン

次回例会案内
（2018.2.15） 休会
（2018.2.22） 「弁天さまとのご縁で４０年」
担当 ： 岡田建三 君

お祝い
会員誕生日

宇都宮靖雄君（２月６日）
和田一繁君（２月９日）
谷 節雄君（２月１３日）
宮川基司君（２月１７日）
ご夫人誕生日 細江君ご夫人正子さん（１月２８日）
安居（継）君ご夫人初代さん（２月１５日）
結婚記念日
川村君ご夫妻（２月８日）
上田君ご夫妻（２月８日）
秋野君ご夫妻（２月１０日）
渡邊君ご夫妻（２月１５日）
理事会報告
１．出席免除に関する申し合わせ事項の件
下記の事項を申し合わせ事項とすることに決定。
「出席免除会員が役員及び理事に推挙され、年次総会
の会員選挙で当選した場合、当該年度の期間の間、出
席規定適用免除を解除する。尚、当該年度終了と同時
に自動的に出席免除会員に戻るものとする。」
２．ＲＹＬＡ研修参加の件
近江鉄道㈱の安藤広輝君と北原 翔君が参加。
３．千本桜の件
４．上半期会計報告の件
５．２０１８学年度米山奨学生受け入れの件
グェン クォク バオ君（男・ベトナム）
長浜バイオ大学 学部３年 奨学期間 2018/4/1～２年間
６．亘理ＲＣ創立５０周年記念式典の件

ロータリーの友２月号 必見どころ
横書き Ｐ８ 特集平和と紛争予防／紛争解決月間
平和に寄せる思い
縦書き Ｐ９ 早朝例会でラジオ体操
創立１５年の元気なクラブ
Ｐ１５ 口も滑らか、気持ちも軽く、中身は重厚食談

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２回社会奉仕委員長会議報告
社会奉仕委員長 今村康博
２月４日(日)リーガロイヤルホテル京都にて第２６５０地区
の第２回社会奉仕委員長会議が開かれました。
第１部は「割れ窓理論実践」～ロータリー活動からＮＰＯ
～というタイトルで、京都南ＲＣの小池秀信氏が講演され
ました。犯罪学者のクリング博士提唱の理論によりニュー
ヨークの犯罪が激減したことを参考に、京都でもＲＣが実
践し、ＮＰＯに移管した経緯を話されました。
第２部では継続事業についてのアンケート調査集計結
果報告があり、それを踏まえパネルディスカッションが行わ
れました。京都洛西ＲＣの「小倉山特別保存地区の竹穂
垣補修改善」ではＩＡＣやＲＡＣばかりでなく地域住民を巻
き込み地域愛を育んでいる報告をされました。三国ＲＣは
自殺の名所と呼ばれる東尋坊を抱え、自死防止の活動を
されている地元ＮＰＯ法人を支援しておられると報告され
ました。重いテーマだけに今まで誰も手を出したがらな
かった事業を「東尋坊を抱える我々が目を背けてはいけ
ない」と、直前会長が強行に行われたことを聞き感銘を受
けました。
前回例会報告
秋野副会長より「今年の地方経済について、
これから引き続きこの好景気に乗って設備投
資、消費が上向くであろうと思いますが、地方
経済に陽があたるまでは少し時間がかかりま
す。その中で、中小零細企業でも素晴らしい
業績を収めておられるところがあります。「スキマ」です。大
資本が何かの都合で手を付けていない隙間。お客様の不
平、不満に目を向けて、中小でしかできない、小回りを強
みにして好業績をあげておられる企業があります。ニッチ
戦略で成功されている会社を一つ紹介したいと思いま
す。横浜にあるサウスポー専門のゴルフショップです。日
本人の２７％の人がサウスポーですがゴルフショップの中
では１割もありません。商圏半径１０００キロ、廃校になった
地方の小学校跡地１０００坪のお店です。小さくてもどんな
ところでも、ニッチに目を向ければ好業績があげられる。
しっかり好景気に乗っていただきたいと思います。」と話さ
れました。
本日の誇りに思うものは大舘康伸君。千代神
社前に外馬場児童公園があります。犬の散歩
で通りがかりに、大森さんご夫妻が花壇の手入
れをされておられました。夏に咲くマリーゴー
ルドを植えておられたところに私が行くと「大舘
君、次、管理を頼むわ」と言われました。他に地域のお役
にたってストレスのかからない長続きすることはないかと考
えました。神社と公園の間の溝に深さ３０センチ、幅
２５センチ、長さ１００メートルの溝があります。そこに落ち
葉がたまっています。この掃除を私がやろうということで特
大ゴミ袋３０杯取りました。そこから週２回、多いときは毎日
掃除をしています。通る子供に声をかけながら、宮澤賢治
の詩「雨ニモマケズ風ニモマケズ・・・ミンナニデクノボート
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

ヨバレ ホメラレモセズ クニモサレズ サウイフモノニ ワ
タシハナリタイ」とあるようにやっていきたいと思います。
本日の卓話は「新会員スピーチ」で澤田和重君が話され
ました。
自宅は長浜市西浅井町山田、毎日西浅井
町から彦根まで自動車で通勤しています。雪
が多く、桜も咲く景色の良い場所です。現在５
２ 歳。家 族 は 妻、長 女（既 婚）、次 女、長 男、
母、猫のぴか。現在は、妻と母の３人暮らし。
夏は家族でバーベキューを楽しみ、家では耐火煉瓦で
作った石窯でピザを焼いたり、冬は薪ストーブを使ってい
ます。勤務先はアケボノ特機株式会社、映像・音響・情報
通信システムの販売及び、電気通信工事の設計施工を
営んでいます。スタートは紙芝居の販売。ソニーと契約し
て小中高校に初期のビデオシステムを納入。TOAと契約
してこれまで、京都大学、滋賀大学、立命館大学、滋賀県
警察、あねがわ温泉、彦根東中学校に放送、映像、情報
通信、音響設備等を納入させていただきました。今後とも
よろしくお願いします。
次に、「H・ＲＬＩについて」と題して秋野正誠リーダーから
お話いただきました。現在を見つめ未来を創造する彦根
ＲＣの活性化を図るため、２月から彦根ＲＣリーダーシップ
研究会をスタートします。現在１１名の方に応募いただい
ています。内容について紹介しておきます。
第１回 ２月１５日 ロータリーの基礎知識を学ぼう
第２回 ４月２６日 ＲＬＩディスカッション
「彦根ＲＣの現状把握と改革」
第３回 ６月 ７日 ＲＬＩディスカッション
「ロータリーセントラル１０の目標を達成するために」
今回は少しアレンジしてさせていただきます。よろしくお願
いします。
お客さま
涂 静怡さん（米山奨学生）
ニコニコ箱
（本日計 33,000円・累計 1,841,500円）
卓話の機会をいただきありがとうございます…澤田君
スピーチの時間をいただいて…大舘君
情報集会にご参加頂きありがとうございました…本庄君
入会４０年にして初めて２週連続休みました…小菅君
“春を呼ぶ 城下の球児 甲子園”…正村君
バッジ忘れました…井の下君
７２才の誕生日を祝っていただき。４５年の結婚記念日を
お祝いいただき…田部（泰）君
誕生日を祝っていただいて…田部（正）君、近藤君
妻の誕生日を祝っていただいて…井の下君
結婚記念日を祝っていただいて…宮川君
皆出席を祝っていただいて…宮川君

他クラブプログラム予定
２月 ９日(金)

長浜東ＲＣ 「子ども議会から市民に
求められるもの」

２月１２日(月)

長 浜ＲＣ 「休会」

２月１２日(月)

五 ・ 能ＲＣ 「休会」

会員数

当日出席

２月 １日

６５（１６）

４２（７）

５

８３．９３

２月１３日(火)

長浜北ＲＣ 「休会」

受付なし

１月１８日

６５（１６）

４２（７）

８

８９．２９

２月１３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

