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お祝い
会員誕生日

２０１９．８．１
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
「感謝・友情」
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
「チャレンジ１８の挑戦と
チャレンジ７０の達成を目指して」
担当：会員増強委員長 和田一繁
閉会点鐘

今日の食事
幕の内

次回例会案内（2019.8.8）
納涼例会 １７：３０～ 於．彦根ビューホテル
送迎バス １７：００ 彦根駅西口
１７：１０ 会議所前

ご夫人誕生日

入会記念日

ＶＯＬ．６８

ＮＯ．５
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四方清文君（８月６日）
小椋政昭君（８月１１日）
秋野正誠君（８月２１日）
安居（秀）君ご夫人史さん（８月２日）
藤田君ご夫人敦子さん（８月６日）
松田君ご夫人和美さん（８月１６日）
玉置君ご夫人美佐さん（８月１９日）
田井中（順）君ご夫人郁子さん（８月２６日）
四方君ご夫人美絵さん（８月２８日）
田部正俊君（平成２年８月２日）
正村嘉規君（平成２９年８月３日）
岡田眞智子君（平成２２年８月５日）
四方清文君（平成２９年８月１７日）
大塚義和君（平成２２年８月１９日）

８月のスケジュール
８／１ 定例理事会（１３：５０～事務局）
３ 地区ロータリー財団セミナー
（１３：００～立命館大学朱雀キャンパス）
５ 浦部謡曲教室（１９：００～千代神社）
８ 会長杯ゴルフコンペ（彦根ＣＣ）
納涼例会（１７：３０～彦根ビューホテル）
１０ 謡曲同好会早朝練成会（６：３０～大洞弁財天）
＜滋賀ブロック＞クラブ米山奨学委員長会議
（１４：００～滋賀大学大津サテライトプラザ）
１１ 第１回社会奉仕委員長会議
（１３：３０～リーガロイヤルホテル京都）
１９ 浦部謡曲教室（１９：００～千代神社）
２９ 謡曲同好会お稽古（１３：４０～彦根ビューホテル）
県内ＲＣ合同幹事会
（１８：００～ホテルボストンプラザ草津）
３１～９／１ ココ・ファーム・ワイナリーを訪ねる旅
（足利市）

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

ロータリーの友８月号必見どころ
横書き Ｐ７ 特集 クラブを活性化させる同好会
趣味を通してつながろう！
全国のユニークな同好会を紹介しています。
青少年交換担当委員長会議報告
国際奉仕委員長 小田柿喜暢
７月２１日（日）にキャンパスプラザ京都を会場に「２０１９
～２０年度青少年交換担当委員長会議」が開催されまし
た。青少年交換はロータリークラブから高校在学生（１５才
以上１８才未満）を海外に派遣する事業になります。
冒頭に佐竹力總ガバナーより「昨今、ロータリークラブで
の青少年への対処方法はとても厳しくなってきています。
そんな状況の中で日本が一番遅れているといわざるを得
ません。特に、セクハラやパワハラなどのハラスメントを注
意して取り組んでいく必要があります。」と挨拶されました。
次に、ＲＩＪＹＥＭ研究部門委員（高浜ＲＣ）黒田勝基さん
より、「２０１９年２月の時点で、日本から海外への青少年
交換学生数は全世界交換留学生の１．３３％、日本のロー
ターリー会員の全世界比率７．３８％から考えると、とても
低い比率となっています。青少年交換は若者にとってお
おきなメリットがあります。是非、推進していってください。
また、青少年交換に限らず、各ＲＣでの事業を行う場合
は、“どこにどんな危機が潜んでいるか”を想定しておいて
ください。」と事例紹介を交えて講演されました。
その後、青少年交換学友経験者３名により、海外派遣が
とても有意義で自分の人生において為になったということ
をスピーチされました。
佐竹ガバナー公式訪問事前クラブ協議会開催報告
幹事 本登忠雄
７月２５日（木）例会終了後、彦根ビューホテルにて事前
クラブ協議会を岡田建三ガバナー補佐をお迎えして、本
庄会長はじめ役員、理事、委員長２０名の参加のもと行い
ました。ガバナー補佐の挨拶に始まり、各理事、委員長が
厳粛な雰囲気の中、報告されました。最後にガバナー補
佐がもう一度話され、佐竹ガバナー公式訪問の対応をよ
ろしくお願いしますと結びの言葉で終了しました。

元米山奨学生 陳さん来彦
７月２７日（土）２００２学年度米山奨学生の陳 永勝さん
（中国）が１６年ぶりに来日され、彦根を訪問され、事務局
を訪ねて下さいました。
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

７月２６日～８月５日まで会社の
休暇を利用して、奥様とお子様と
日本を観光されます。今回の旅
行のテーマを「懐旧・感謝・勉強」
とされ、お世話になった方々に会
いにいかれます。大阪、彦根、京
都、広島、大分を訪問。現在は伊藤忠丸紅鉄鋼㈱の子会
社の広州紅忠汽車鋼材部件有限公司に勤務されていま
す。明るくお話が好きで、昔と変わらない陳さんでしたが、
帰国後の１６年間いろいろと苦労があり、今は落ち着いた
と。奨学金をいただいて勉強に集中できたことにいつも感
謝しております。ありがとうございましたと伝えて下さいと懐
かしく話されていました。
（事務局 藤井）
前回例会報告
会長の時間では昨日のセミナーでのパストについての
説明がありました。パストとは過ぎ去った過去という意味で
はなく次の準備の始まり、後任へのアドバイスなどであるこ
と等話され、会計知識の紹介では変動損益計算書、変動
費の説明がありました。
「感謝と友情」の３分間スピーチでは西村 昭
君よりロータリーへの感謝としまして名門ＲＣへ
の訪問で、５月に甲府ＲＣへ訪問、例会の内容
やエピソードを話されました。４５０年続く１８代
目との初対面での応対やお話を説明されました。また、Ｒ
Ｃでの交流やご縁、ありがたさをお話しされました。
会長より細則の一部改正の説明があり、１６
条に伴いメンバーの平均年齢が６４歳であるこ
と等から改正案の賛否の投票があり、全員一
致で成立しました。
前年度会計の本登君より前年度決算報告、監査人の宮
川君より監査報告、本年度会計の今村君より今年度予算
がそれぞれ報告され、承認されました。
お客さま
岡田建三氏（ガバナー補佐） 斉藤栄一君（大津ＲＣ）
ニコニコ箱
（本日計 36,000円・累計 283,000円）
クラブ協議会よろしくお願いします…岡田ガバナー補佐
本日クラブ協議会よろしくお願いします…本庄君、本登君
クラブ細則一部改正の審議宜しくお願いします…本庄君
スピーチの機会をいただいて…西村君
久方の 晴れ間の昼寝に 蝉の声…正村君
欠席が続きました…田井中（順）君
誕生日を祝って頂いて…田井中（順）君、安居（継）君
妻の誕生日を祝って頂いて…川原崎君
皆出席を祝っていただいて…那須君
皆出席をいただいて。４年目になります…角田君
ＭＵを活用しながら２年間皆出席できました…藤岡君
ＳＡＡのお許しをいただいて…四方君
他クラブプログラム予定
８月２日(金)

長浜東ＲＣ 「会員増強月間に因んで」

８月５日(月)

長 浜ＲＣ 「夜間例会」

受付あり

８月５日(月)

五 ・ 能ＲＣ 「移動例会」

受付あり

会員数

当日出席

７月２５日

６２（１５）

４３（５）

３

８８．４６

８月６日(火)

長浜北ＲＣ 「働き方改革・実践事例 」

７月１１日

６２（１５）

３９（７）

９

８８．８９

８月６日(火)

彦根南ＲＣ 「納涼例会」

会報委員会

／

上田勝之

澤田和重

菅谷 渉

藤岡聖和

受付あり

