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片岡君ご夫人京子さん（７月５日）
神野君ご夫人真紀さん（７月６日）

結婚記念日

菅谷君ご夫妻（７月５日）

入会記念日

大舘康伸君（平成２０年７月３日）
岡 銑三郎君（平成３年７月４日）
角田 仁君（平成２８年７月７日）

７月のスケジュール
７／１ 挨拶まわり（１３：３０～）
２ 社会奉仕・国際奉仕合同委員会
（１８：００～ホテルサンルート彦根）
４ 定例理事会（１３：４０～事務局）
６ 第１回青少年奉仕担当者会議
（１３：００～京都経済センター）
謡曲同好会ゆかた会（１８：００～双葉荘）
７ ＜滋賀ブロック＞米山奨学生集会及び懇親会
（１１：００～クサツエストピアホテル）
社会を明るくする運動（１３：３０～ビバシティ彦根）
１１ 歴代会長幹事懇親会（１８：００～双葉荘）
１５ 職業奉仕担当者会議（１３：００～メルパルク京都）
１８ 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）
２０ 会員増強・公共イメージ向上セミナー
（１３：００～県立芸術劇場びわ湖ホール中ホール）
２１ 青少年交換担当委員長会議
（１３：３０～キャンパスプラザ京都）
２５ 事前クラブ協議会（１３：４０～彦根ビューホテル）
２６ 前年度役員・理事慰労会（１８：３０～龍鱗）
２８ 地区ＲＬＩパートⅠ研修会（９：４５～京都文教学園）
２９ 浦部謡曲教室（１９：００～千代神社）

『ロータリーに感謝を ロータリアンに友情を』
会長 本庄秀樹
歴史と伝統のある彦根ロータリークラブ
の会長職を拝命し、その責任の重さに身の
引き締まる思いでございます。当クラブのメ
ンバーの皆様のご理解、ご支援、ご協力を
賜り、務めを果たせるよう頑張る所存でござ
います。どうぞよろしくお願い申し上げます。
ロータリーの創始者ポール・ハリスは多様な職業を持つ
人が集まり、アイデアを交わして生涯にわたる友情を培う
ことができる場としてロータリークラブを創立しました。以来
１１４年を経て２００以上の国と地域に約３５，０００クラブ、
１２０万人の会員に成長しています。
日本では２２７０クラブ、３４地区、約９万人の会員数を擁
し、２０２０年には１００周年という大きな節目を迎えることに
なります。
このロータリーも成長、拡大に伴い考え方が大きく変化
してきています。
変化するロータリーの中でも、変えてはならぬ原則があ
ると思います。それはロータリーは「人を作る団体」である
と言うことです。
ロータリーは奉仕をする人を育てる団体です。まさしく『入
りて学び出でて奉仕せよ』であります。
人間が生まれながらにして持っていると言われる「人の
お役に立ちたい」という心を素直に前面に出していただけ
れば良いのであります。これがロータリーの生命線であり
原点だと思われます。その心が世のため人のための奉仕
と言う形となって表現された時、世の中のロータリーの理
解と世界平和に貢献すると思っております。
私はいつもあたり前の事に感謝ができる人間になりたいと
思っております。朝起きた時息をしているといったようなこ
とです。このあたり前の事に感謝できる実践の場がロータ
リーであると思っております。
また、ロータリーは自己研鑽の場でもあると言われます。
自己研鑽を果たすのには、自覚を持ってロータリーのあら
ゆる会合に参加し、倫理的な目的を達成する事でありま
す。自分を磨くためにはロータリーの会合に自分自身が
参加しなければなりません。この度私にとっても会長職は
自分を磨いて下さる機会だと思い、クラブのリーダーとして
会員のモチベーションと意欲を喚起することが私の仕事だ
と思っております。それには明るく・楽しい例会を目指し、
ロータリー歴の浅い会員もベテランの会員も垣根をなくし
声をかけ合ってコミュニケーションと友情を深め、更に為
になる例会にしたいと思っております。明るくて楽しいロー
タリーには必ず人が集まってきます。

例会では次の５項目を達成できるようになっております。
親睦を深め（人類に奉仕・ロータリアンに友情）
高潔性を養い（倫理観と高い職業水準）
多様性を強化し（地域の専門性の集まり）
奉仕を続け（クラブ活動・友情）
リーダーシップを養う（委員会活動を通じて）
そして彦根ロータリークラブのロータリアンの皆さんと深
い友情で結ばれるよう１年間よろしくお願いいたします。

ご挨拶
幹事 本登忠雄
歴史と伝統ある彦根ロータリークラブの幹
事を拝命し、ロータリー歴の浅い自分が幹
事という大役を全うすることが出来るか不安
です。今の自分ではできないことや知識が
不足していることがあるかと思いますが、今
できないことは未来進行形でとられ、どうす
ればできるか「入りて学び 出でて奉仕せよ」の言葉通り、
学んで努力し、できるようになり、人のお役に立ち、笑顔で
ロータリー活動をします。
本年度は「ロータリーに感謝 ロータリアンに友情を」の
テーマを基本に色々なことに取り組み、彦根ロータリーク
ラブ細則の変更、会員増強、国際奉仕、社会奉仕、等々
積極的な活動を行い、２０１９－２０２０年度ロータリー賞の
受賞を目指し、先輩方々をはじめ皆様のご指導ご協力を
得て、会長を全力で補佐してこの一年頑張りますのでよろ
しくお願いします。

ご挨拶
ＳＡＡ 森 育男
本年度の会場監督（ＳＡＡ）を務めさせて
いただきますのでよろしくお願い申し上げま
す。
ＳＡＡは、クラブ例会をはじめ、全ての会合
（地区大会、地区・研修協議会）が楽しく秩
序正しく運営されるよう、常に心を配り、気品
と風紀を守り、会合がその使命を発揮できるように設営、
監督する責任を求められています。
品格と伝統ある彦根ロータリークラブの維持、毎週の例
会が明るく楽しい例会であるためには遅刻、早退、私語、
時間励行等、会員の皆さんのご協力をお願い申し上げま
す。

ロータリーの友７月号 必見どころ
新年度のスタート号として、ＲＩ会長のマーク・ダニエル・
マローニー氏の紹介がトップに出てあります。
また、「ガバナーの横顔」Ｐ３４に２６５０地区ガバナー佐
竹力總氏の紹介が載ってます。是非一読しておいて下さ
い。

２０１９年度 新会長・幹事
行政・報道機関・関連団体への挨拶回り
広報雑誌委員長 田井中 徹
新年度７月１日、本日より
本庄会長の年度がスタート
しました。出だし快調に、天
候も良く、スッキリとした青い
ネクタイで決めた本庄会長
体制が、梅雨のジメジメ感
を吹っ飛ばし勢いよく就任
挨拶に回りました。
彦根市役所では、大久保市長と面談し、今年度のクラブ
の方針と「カロムをベトナムへ送る事業」の説明、さらに千
本桜活動の継続提案、報道関係との連携強化をしていく
ことの説明をしてきました。また、市長の方からは２０２４年
「国スポ」に向けたスポーツに関連した集客活性化の支援
や、来年のオリンピックのスペインハンドボールチームのホ
ストタウン活動への支援の要請がありました。
本日は彦根市内２０社にお伺いして、新会長・幹事の挨
拶をさせていただいてまいりました。
広報雑誌委員会としましては、今年度は、報道機関との
連携を深めるために当クラブでは、メディアへの情報提供
の勉強会や記者との意見交換の場を設けたいと考えて居
ります。皆様のご参加ご協力をよろしくお願いいたします。

理事会報告（2019.5.30）
１．次年度委員会構成の件 承認
２．次年度会長・幹事・ＳＡＡ代行順位の件
会長 ①近藤副会長 ②大舘会長エレクト
③安居（継）直前会長
幹事 ①今村会計 ②田井中徹公共イメージ理事
③小田柿奉仕プロジェクト理事
ＳＡＡ ①正村副ＳＡＡ ②西村財団・奨学金理事
③宮川会員組織理事
３．次年度事業計画案・事業予算案の件 承認
４．次年度プログラム・ソングリーダー・３分間スピーチの件
ソングリーダー 中村 哲 後藤元一 浅山禎信
菅谷 渉 藤岡聖和 玉置貴一
「感謝と友情」３分間スピーチ
５．次年度お祝品の件
会員誕生日
－ 図書カード
配偶者誕生日 － 鉢花
結婚記念日
－ 入浴剤
６．皆出席お祝品の件
１～４年
－ バッジ
５年
－ ルビー入りバッジ
１０年
－ ダイヤ入りバッジ
その他
－ スタンディングネーム
入会記念日 － 採光携帯ストラップルーペ
７．次年度週報の件 承認
８．財団袋の件 承認
９．米山袋の件 承認
１０．社会を明るくする運動参加の件 承認

ご挨拶
彦根ローターアクトクラブ会長 川嵜海知
今年度彦根ローターアクトクラブ会長を務めさせていた
だきます川嵜海知と申します。今年度は彦根ロータリーク
ラブの皆様に日々暖かいご支援をいただいていることもあ
り、彦根ローターアクトクラブの記念すべき創立４５周年を
迎えることが出来ます。周年事業が控えている中ですが、
メンバー４名での少人数のスタートとなり、前年度よりも一
人一人の力を合せることが重要な年になることと思われま
す。私たちにとって大きな挑戦の年となりますが、クラブ
テーマを「一往直前」といたしまして、仲間と協力し合い目
標に向かってまっすぐ進んでいきたいと思います。至らぬ
点も多々あるかと思いますが、会長を務めさせていただく
中で、クラブ一丸となって大きく成長していく所存でござい
ます。皆様のご指導ご鞭撻の程よろしくお願い致します。

前回例会報告
冒頭に川村嘉昭君より転勤の挨拶があり７月
より関西保安協会に異動されます。クラブ活動
では大変お世話になりましたとのことでした。
次に安居（継）会長より、公共イメージ部門に
てガバナー賞を受賞したことの報告があり、盾
を頂きました。直近の活動としてアクトクラブへの参加、ＪＣ
主催の写生大会において彦根ロータリークラブ賞を選
定、フードバンクひこねの贈呈式に出席。故北村昌造様
より多額のご寄附を頂いたお礼にご挨拶に行かれました。
次に期末挨拶として、石原会員組織理事より新しい取組
みとして会員増強をテーマとした集会を実施。会員である
以上常に増強に努めたいと挨拶されました。御代公共イ
メージ理事より社会奉仕事業を２つ中日新聞の掲載。Ｍｙ
ROTARY１００％達成、ショーケース掲載を行いました。那
須幹事からは、休むことなくこの一年務めることが出来まし
た。感謝しております。井の下副会長は仕事の都合で
中々時間が取れなかったが、ご協力いただいた理事や会
員の皆様に感謝しておりますと話されました。
最後に安居（継）会長より、役を務めることで
成長するものと聞いていましたが、ロータリー
クラブの会長職は本当に成長させて頂きまし
た。自分に自信が持て、誇りに思うことができ
ました。皆さんに感謝しておりますと話されま
した。そして、安居（継）会長から本庄会長エレクトへバッ
ジが引き継がれました。安居（継）会長、那須幹事には、
一年間の務めを労い花束贈呈を行いました。本庄エレクト
より、次年度の決意を話されテーマに沿って取組み、ガバ
ナー賞を引き続き挑戦すると説明されました。
例会終了後に親睦活動委員会による懇親会が開催さ
れ、コース料理に舌鼓をうちながら、途中にはテーブル対
抗ゲームで楽しみました。

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

ニコニコ箱
（本日計 190,000円・累計 2,544,000円）
最終例会お世話になります。この度、７月１日付けの人事
異動で関西電気保安協会滋賀支店へ出向することと
なりました。２年間でしたが大変ありがとうございました
…川村君
今年度１年間大変お世話になりました…安居（継）君
今年度色々とお世話になりありがとうございました
…那須君
副会長としての役割をはたせず、会長を始め理事の皆さ
ん、会員の皆さんに申し訳ないと思っております。１年
間ありがとうございました…井の下君
１年間お世話になりました。感謝…小椋君
会長、幹事、役員の皆さん１年間ご苦労様でした
…杉本君
安居会長、那須幹事１年間ご尽力有り難うございました
…西村君
皆様１年間ありがとうございました…大舘君、角田君
今年度中にはいろいろお世話になりました…藤田君
安居会長、那須幹事１年間ご苦労様でした…岡田（建）君
安居会長、那須幹事１年間有り難うございました…本庄君
片岡君
１年間お世話になりました。有り難うございました…瀧沢君
安居（秀）君、宮川君、田井中（徹）君、和田君
安居会長１年間お疲れ様でした…松田君
１年間お世話になりました。楽しい時をありがとう…小島君
本日はよろしくお願いします…近藤君
１年間に感謝…清水君、北村君
最終例会楽しみです…今村君
１年間ご苦労様でした。来期もよろしくお願いします
…吉原君
安居会長、理事メンバーの皆様１年間ありがとうございまし
た。申し訳ありませんが、仕事で欠席させて頂きます
…嶋津君
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

１年役員の皆様ご苦労様でした…岡田（眞）君
あっという間の１年でした。安居会長お疲れ様でした
…渡邊君
最終例会に参加して…上西君、宇都宮君
この一年色々とお世話になりました。ありがとう…石原君
最終例会を祝して…青木君
安居会長１年間ご苦労様でした。
“若葉風 感謝に包まれ 君は去る”…正村君
１年間お疲れさまでした…御代君
１年間ありがとうございました。次年度もよろしくお願いしま
す…本登君、小田柿君
１年、アリガトウ！…秋野君
１年間ご苦労様でした。あとも気をゆるめずに頑張って下
さい…大森君
１年間お世話になりました…中川君、上田君
最終例会よろしくお願いします。１年間ありがとうございま
した…藤岡君
安居会長はじめ役員の方々１年間ご苦労様でした。４月
から月に１度ですが、例会に出られるようになり、喜ん
でいます…大塚君
最終例会よろしくお願いします。転勤はありませんでした。
後１年よろしくお願いします…四方君
最終例会よろしくお願いします…菅谷君
最終例会に出席して。安居会長、那須幹事さん１年間ご
苦労様でした。会長杯ゴルフコンペで安居会長の３連
覇を阻止して優勝しました。ありがとうごございました
…田部（泰）君
本日の会長杯ゴルフコンペ皆さん有り難うございました
…安居（継）君
ＭＰＨＦ４回目をいただいて…岡田（建）君、西村君
ＭＰＨＦ、米山功労者になりまして…宇都宮君
最終例会を祝して。親睦さんご苦労さん＆誕生日を祝っ
て頂いて…森君
結婚記念日を祝っていただいて…中村君
結婚祝 自祝 来期もよろしく…戸所君
妻の誕生日を祝っていただいて…赤嶺君
１年間ニコニコにご協力いただきありがとうございました
…田部（正）君

彦根ＲＡＣ例会
７月 ４日（木） 「所信表明例会」
１９：３０～食事 ２０：００～例会
７月１８日（木） 「ゾーン代表訪問例会」
１９：３０～食事 ２０：００～例会

於．龍鱗
於．龍鱗

他クラブプログラム予定
７月 ５日(金)

長浜東ＲＣ 「新年度の抱負」

７月 ８日(月)

長 浜ＲＣ 「新年度の方針発表」

７月 ８日(月)

五 ・ 能ＲＣ 「新年度三役就任式」

会員数

当日出席

６月２７日

６２（１３）

５１（７）

０

９０．２０

７月 ９日(火)

長浜北ＲＣ 「新年度の抱負」

６月 ６日

６１（１３）

３９（５）

７

８４．９１

７月 ９日(火)

彦根南ＲＣ 「理事委員長挨拶」

会報委員会

／

上田勝之

澤田和重

菅谷 渉

藤岡聖和

