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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

Christchurch
1983

国・地域
地域番号

ニュージーランド・クライストチャーチ
9970

クライストチャーチは、ニュージーランド南島中部、カンタベリー平野東海
岸側に位置する都市である。人口は、341,469人（2013年）。国内では2番目、
南島では最大の人口を有する。市名は1848年に設立された移民団組織カンタベ
リー協会を率いたアイルランド出身の政治家ジョン・ロバート・ゴドリーの出
身高であるオックスフォード大学クライストチャーチ・カレッジに由来する。
出典：Wikipedia
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於．大洞弁財天

長寿院

４月のスケジュール
４／５ 定例理事会（１３：４０～大洞弁財天）
７ 会長・幹事・地区委員長会議
（１３：３０～ウェスティン都ホテル京都）
ＲＩ会長代理ご夫妻歓迎晩餐会
（１７：００～ウェスティン都ホテル京都）
８ 新会員セミナー
（１０：００～京都市勧業館みやこめっせ）
地区大会（１３：００～京都市勧業館みやこめっせ）
大懇親会（１７：００～ウェスティン都ホテル京都）
９ 浦部謡曲教室（１９：００～千代神社）
１２ 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～心華房）
１４ ２０１８学年度米山奨学生・カウンセラーのための
オリエンテーション・歓迎会(９：３０～メルパルク京都)
１５ 地区研修・協議会（１２：３０～国立京都国際会館）
ゴルフ同好会第３回ゴルフコンペ（彦根ＣＣ・千成亭)
１９ 次年度クラブ協議会（１８：００～双葉荘）
２０ 県下ＲＣ合同親睦ゴルフ大会（彦根ＣＣ）
２３ 浦部謡曲教室（１９：００～千代神社）
２４ 次年度クラブ管理運営関係合同委員会
（１８：００～ホテルサンルート彦根）
２６ 謡曲同好会お稽古（１３：４０～彦根ビューホテル）
第２回Ｈ・ＲＬＩ（１７：００～ホテルサンルート彦根）
彦根南ＲＣとの合同ゴルフコンペ報告

今日の食事

ゴルフ同好会幹事 本登忠雄
花見弁当 ・ 豚汁

次回例会案内（2018.4.12）
「不動産の歴史について・・・・」
担当 ： 田部泰男 君

３月２９日（木）に彦根カントリー倶楽部にて彦根南ＲＣとの
合同ゴルフコンペが彦根南ＲＣのホストにより開催されまし
た。当日は３月とは思えぬ、初夏のような気候で、汗をかくほ
どの絶好のゴルフ日和にてプレーすることができました。当ク
ラブより１２名、彦根南ＲＣより１３名の２５名にてダブルペリア
方式にて競技し、当クラブの大森君が久しぶりのゴルフとのこ
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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

でありましたが、見事栄えある優勝を勝ち取られました。団
体戦も当クラブの圧勝で、プレーのあと懇親会を千成亭に
て楽しく和気藹々と親睦を深めることができました。
OUT IN GROSS HDCP NET
優 勝 大森修太郎 君 ４７ ５１ ９８ ２４．０ ７４．０
準優勝 石原 成郎 君 ４８ ４０ ８８ １３．２ ７４．８
第３位 本登 忠雄 君 ５５ ５０ １０５ ３０．０ ７５．０

前回例会報告
会長の時間では、小椋会長から「３月１５日長寿院での
植樹式をもちまして千本桜プロジェクトが無事終了いたし
ました。当日は大久保彦根市長はじめマスコミ関係者、彦
根ＲＣからも多くのメンバーが参加して頂きました。皆様に
感謝申し上げます。」と話されました。
米山奨学生の涂 静怡さんがこの３月で奨
学期間が終了となりご挨拶をいただきまし
た。「あっという間の１年間でした！例会では
親切にして頂きありがとうございます。皆さん
のスピーチを聞かせて頂き、いろんな分野で
滋賀、彦根を支えているんだなとすごく感動しました。たく
さん勉強になりました。ありがとうございます。」と謝辞を述
べられました。
本日の私の誇りに思うことは小島充子君。
「私 の 誇 りの 思 うも の は小 島 家 の Ｄ Ｎ Ａ で
す！私の祖父は商いで財を築き上げ、その
傍ら昭和１２年に彦根市初の市会議員を務
めました。父も持ち前の機転の良さと直観
力、次から次へ繰り出す斬新なアイディアで商売を広げま
した。娘はエピソードがたくさあるとてもアクティブな娘で
す。その娘にも３年前に小島家のＤＮＡを受け継いでくれ
るお婿さんがやって来ました。小島家にとっては大変喜ば
しいことでした。最後に先代から築き上げてきたこと、父か
ら教わったことを誇りに思い日々向上していきたいと思い
ます」と結ばれました。
本日の卓話は「神職生活５０年の歩み」と題して瀧沢隆
司君が話されました。
「今から５１年前の昭和４２年、２５歳の時に
北野神社の宮司に就任しました。それまでは
京都の平安神宮で神主をしていました。私が
長男でなく家を継がなくても良いことを知って
いた方から是非彦根に戻って北野神社の宮
司になってもらえないかとのお話があり、悩んだあげくお
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

話を受けました。昭和５０年５月、昭和天皇が護国神社へ
参拝されるとのことでお迎え役としてご奉仕もさせて頂きま
した。昭和５７年に境内整備事業（十日戎祭）戎神社の本
殿工事、平成４年に本殿以外の修復工事（手水舎、絵馬
堂、社務所、能舞台の屋根の葺き替え）、平成１４年には
１１００年祭（菅原道真公没後）記念行事として本殿の屋根
を桧皮葺から丈夫な銅板葺にしました。平成１９年には築
城４００年際にあわせて２代城主井伊直孝公の顕彰祭も執
り行いました。来る平成３２年は井伊直孝公の御鎮座４００
年祭が控えております。その頃が私の身の引きどころか
なぁと考えています。」と懐かしいスライド写真で５０年の歩
みを語られました。
お客さま
涂 静怡さん（米山奨学生）
ニコニコ箱
（本日計 42,000円・累計 2,101,500円）
千本桜プロジェクト終了いたしました。感謝です。ト・セイイ
さん卒業おめでとうございます…小椋君
植樹式たくさんの方にお手伝い頂きありがとうございまし
た…岡田（建）君
ト・セイイさんの奨学生カウンセラーをさせていただきあり
がとうございました。素晴らしい出会いに感謝…嶋津君
会長エレクト研修セミナー終了しました…安居（継）君
幹事代行させて頂きます。よろしくお願いします…那須君
卓話をさせていただきます…瀧沢君
「私が誇りに思うこと」のスピーチの時間をいただきありがと
うございます…小島君
孫娘 桃香の卒業を祝って “桃が香に 学び舎去りて
明日に跳ぶ”…正村君
暑さ寒さも彼岸までと申しますが、桜の開花が楽しみです
…田部（泰）君
結婚記念日を祝って頂いて。千本桜プロジェクトの桜を頂
いて。４月１２日例会の日ですが、近江鉄道の列車を
貸し切りで井伊亮子さん、安田旺司さんのコンサートを
開催します。ご協力の程お願いします…上西君
誕生日を祝っていただいて…澤田君、小田柿君、松田君
妻の誕生日を祝っていただいて…小椋君
結婚記念日を祝っていただいて。よくも５１回目です
…大森君
結婚記念日お祝い頂きありがとうございます。お陰様で結
婚１０年目です…松田君
結婚記念日をお祝いして頂き感謝します…青木君
結婚記念日を祝っていただいて…岡君、岡田（建）君
皆出席を祝っていただいて…杉本君
はや１２年。これからもよろしくお願いします…渡邊君
皆出席を祝っていただきアッという間の１２年。これからも
よろしくお願いします…小島君
ＳＡＡのお許しをいただいて…片岡君

他クラブプログラム予定
４月 ６日(金)

長浜東ＲＣ 「花見例会」

受付あり

４月 ９日(月)

長 浜ＲＣ 「花見例会」

受付あり

４月 ９日(月)

五 ・ 能ＲＣ 「花見例会」

受付あり
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４月１０日(火)

長浜北ＲＣ 「花見例会」

受付なし
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４月１０日(火)

彦根南ＲＣ 「花見例会」

受付あり
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渡邊僖子

