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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
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ナイジェリア・ワリ
9140

ナイジェリアは人口と経済規模から「アフリカの巨人」と称されることが多い。
およそ1億8400万人という人口は、アフリカでは最大であり、世界でも第7位に位置
する。2015年時点でナイジェリアの経済規模は世界第20位であり、名目ＧＤＰは
5000憶ドル、購買力平価は1兆ドルをそれぞれ上回る2014年には南アフリカを抜きア
フリカ最大の経済大国となった。ワリはナイジェリア南部デルタ州の都市である。
出典：Wikipedia

第３１９３回例会
２０１８．３．１
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
「最近の歯科医療について」
担当：杉本克実 君
閉会点鐘

今日の食事
洋食ランチ

次回例会案内（2018.3.8）
「 旅の思い出 いろいろ 」
担当 ： 清水克己 君

お祝い
会員誕生日

和田一繁君（２月９日）
堤 秀記君（２月２２日）
山崎時雄君（３月５日）
杉本克実君（３月７日）
ご夫人誕生日 田部（泰）ご夫人清子さん（３月６日）
結婚記念日
川村君ご夫妻（２月８日）
安居（継）君ご夫妻（３月３日）
西村君ご夫妻（３月７日）

３月のスケジュール
３／１
定例理事会（１３：５０～彦根ビューホテル）
３
会員増強アクション会議
（１３：００～京都商工会議所）
８
謡曲同好会お稽古（１３：４０～彦根ビューホテル）
１０ ２０１７学年度米山奨学生終了式・歓送会
（１０：３０～メルパルク京都）
１２ 浦部謡曲教室（１９：００～千代神社）
１８ 会長エレクト研修セミナー
（１０：３０～橿原ロイヤルホテル）
２２ 謡曲同好会お稽古（１３：４０～彦根ビューホテル）
次年度理事会（１８：００～龍鱗）
２６ 米山奨学生送別会（１８：３０～伊勢幾）
２６ 浦部謡曲教室（１９：００～千代神社）
２９ 彦根南ＲＣとの合同ゴルフコンペ
（彦根ＣＣ・レストラン千成亭）
ロータリーの友３月号 必見どころ
横書き Ｐ１０ 特集 水と衛生月間
Ｐ１６ ローターアクトからロータリーへ
縦書き Ｐ２２ 生涯ドライバーを目指して！
Ｐ３０ むべなるかな 大地の恵みプロジェクト

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

ＲＬＩ卒後コース研究会に参加して
会長エレクト 安居継彦
２月２５日（日）午後１時から、地区ガバナー事務所のあ
る新京都センタービルで、地区ＲＬＩ卒業コース研究会が
開催され参加しました。
開会式では、田中ガバナー、富田パストガバナー、坂本
パストガバナーがご挨拶され、その後、３つのセッションに
別れ、先出質問について意見を出し合いました。あるクラ
ブでは、例会を撮影し、その映像の会長の時間と卓話を
見て感想を書いて提出すればＭＵになるそうで、大変驚
きました。参加者は、１９人とかなり少な目でしたが、他のク
ラブの活動を聞くことによって次年度へのヒントもあったの
で参加して良かったと思いました。

前回例会報告
会長の時間では、冬季オリンピックで終盤に向かってドラ

マが生まれております。私もこの年度の終盤に向かってい
ると思っていますが、次年度のテーマ、活動方針、方向性
に取り組んでおられる安居エレクトが一番大変な時期かと
思います。先月のガバナー月信に「未来を創造するに
は、愛着と誇りをもって学び考え行動すること」と載ってお
ります。つきましては彦根で２月１５日にＲＬＩを開催いたし
ました。１１名の出席者と勉強し有意義な時間を過ごさせ
ていただきました。会の後、松花堂弁当を皆さんで囲みま
す。ＲＬＩは４月２６日と６月７日の残り２回あります。皆様も
オブザーバーとして参加をよろしくお願いします。
本日の私の誇りに思うことは今村康博君。改
めて、人様に誇れるようなことはありませんが、
それなりに誇りを持ちながら仕事をしてきまし
た。まだまだ志半ばですが、こうやって頑張っ
ていられるのも、こうしてロータリー活動ができ
るのも妻のおかげです。楽しく幸せな気分で過ごさせてい
ただいています。趣味を通して知り合い、彼女と結婚した
のでありまして、少しでも長く彼女と一緒にいられるように、
初詣でも祈っております。
本日の卓話は岡田建三君が「弁天さまとの
ご縁で４０年」というテーマで話されました。
私は現在、大洞弁財天という寺の住職をさ
せて頂いております。彦根とのご縁は昭和５４
年 ５月からで、最初 は私 とお 手伝いのお ば
ちゃんと二人でやっていました。個人的には昭和５１年の
春に結婚し、５２年には長女が誕生し、忙しくやっておりま
した。単身で入山し、一応師匠になる父が住職となり、私
は副住職になりました。役員さんとの話し合いで、お寺の
防災工事を昭和５２年度から着工することになりました。境
内地などは岩盤が多く困難をきわめました。その中でも、
私の一番思い出のある事業が昭和５４年からの７年に亘る
文化財の修理工事でした。これは各お堂の屋根が限界に
達していて、一刻も速やかに進めていかなければなりませ
んでした。

出席報告
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４．みんなのためになるかどうか

行政も彦根市を窓口に、県も国との補助金対応をして頂
き順調に始まりました。寺の方を負担金も早く準備し対応
することになりました。昭和５４年度、５５年度は桜門、５５
年度、５６年度は重文弁財天堂、５６年度、５７年度は阿弥
陀堂、５８年度、５９年度、６０年度は経蔵、宝蔵となりまし
た。ロータリーとのご縁は、彦根に来て１０年程して知り合
いの住職から、「建ちゃんもロータリーに入らへんか」という
お誘いでした。即答は避けたんですが、檀家もなく、信者
寺いうこともあり、お付き合いぐらいという軽い気持ちで入
会させて頂きました。ロータリアンの基本は、やはりクラブ
の例会に出席することだと思います。そして食事を介して
一週間の出来事や色々なことを語り合うことで心も和み、
例会に出席することで自分を磨き、それが愛着となってく
ると思います。これを続けることで自信と誇りとなり、継続は
力なりといわれる由縁だと思います。ガバナー補佐を受け
ましたのであと少しは頑張らせていただきます。

ニコニコ箱
（本日計 42,000円・累計 1,928,500円）
孫が入社し、この度結婚いたしました…北村（昌）君
Ｈ・ＲＬＩ第１回目が始まりました。次回４／２６、６／７皆様
ご参加下さい…小椋君
卓話の時間を頂いてありがとうございます…岡田（建）君
久しぶりに例会に出席して…森君
Ｈ・ＲＬＩに参加させて頂きましてありがとうございます。皆さ
んについていけるか心配です。頑張らねば…嶋津君
信州戸狩スキー場に行ってきました。好天、新雪に恵まれ
楽しんできました。正村さん、石原さんお疲れ様でした
…田部（正）君
春近し 淡雪舞い散る 戸狩の里…正村君
今日は暖かいお天気でコートもいらないので助かります
…田部（泰）君
誕生日を祝っていただいて。合わせてスピーチの機会を
いただいて…今村君
妻の誕生日を祝っていただいて…岡君
結婚記念日を祝っていただいて…中居君
皆出席のお祝いをいただき感謝申し上げます
…安居（秀）君
皆出席、お陰様で１７年、有り難いことです…石原君

他クラブプログラム予定
３月２日(金)

長浜東ＲＣ 「イニシエーションスピーチ
/第３回クラブフォーラム」

３月５日(月)

長 浜ＲＣ 「長浜ＲＣ・長浜ＲＡＣ
合同例会」

３月５日(月)

五 ・ 能ＲＣ 「会員卓話」

３月６日(火)

長浜北ＲＣ 「イニシエーションスピーチ」

３月６日(火)

彦根南ＲＣ 「２０１８年度金融市場は
何処へ向かうのか」

近本和也

大塚義和

渡邊僖子

