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第1649回例会

国際ロータリーテーマ「奉仕を通じて平和を」
国際ロータリー会長：田中作次

「Bridge

地区テーマ

the

Gaps」
2650地区ガバナー：河本

英典

「強い絆で」

彦根南RCテーマ

彦根南ロータリークラブ会長：廣瀬滋夫

彦根南ロータリークラブ

【2012-2013年度役員・理事】
会長

：廣瀬滋夫

直前会長：野村郁雄

会長エレクト：奥山二三男

副会長

：松本

幹事

：髙木淳一

会計

：櫻本武志

ＳＡＡ

：川端芳孝

クラブ会員担当理事

：田中寿信

クラブ広報担当理事

：菊川太嗣

クラブ管理運営担当理事

：藤本邦宏

隆

◇認 証

1978年6月15日

◇事務局

◇例会日

毎週火曜日

◇例会場

ビバシティーホール

■ＵＲＬ

http://hikoneminami-rc.com

TEL:0749-27-5170

■E-MAIL

minamirc@oregano.ocn.ne.jp

12:30～13:30

滋賀県彦根市小泉町160-4

TEL:0749-23-2102

FAX:0749-23-2108

本日のプログラム

「新委員長挨拶」

奉仕プロフェジェクト担当理事：杉本定幸
国際奉仕担当理事

〒522-0043

担当：プログラム委員会

：北澤一朗

＊＊＊お祝い＊＊＊＊＊＊

プログラム

＊＊＊お知らせ＊＊＊＊

ご夫人誕生日お祝い

開会点鐘

青山茂夫君

ロータリーソング

ご夫人久子さん

「それでこそ

7月17日

西澤清正君

ロータリー」

ご夫人由子さん

ゲスト紹介

7月19日

－《新会員紹介》－

食事・自由歓談

クロダ

黒田

会長の時間

カズトミ

一臣

恒例の納涼例会を下記の通り企画
いたしましたので、皆様のご参加を
お願いいたします。
日時：2012年8月7日(火)
例 会
18：00 開始
懇親会 18：30
場 所：マリアージュ彦根玉姫殿

各種お祝い

ハワイアンバンドを

幹事報告

聴きながら、生ビール
で乾杯！！

委員会報告

＊＊＊メークアップ情報＊＊＊

ＳＡＡの時間
ニコニコＢＯＸ

生年月日：S47年1.9
入
会：24年7.10
職業分類：自動車整備
【勤務先】
マッキナ クロダ
〒522-0201
犬上郡多賀町多賀1032
TEL：0749-48-7048
FAX：0749-48-7047

出席報告
例会タイム
閉会点鐘

ソングリーダー：◎北川泰史

大菅良治

橋川高治

浅野浩司

王本智久

☆7月19日(木) 大津西ＲＣ
場所：琵琶湖グランドホテル
1Ｆロビー 12：00~12：30
☆7月24日(火) 長浜北ＲＣ
場所：長浜ロイヤルホテル
1Ｆロビー 12：00~12：30
☆7月22日(日) 彦根南ＲＣ
場所：甲良少年野球場 8：30~
山脇秀介

今村英二

森野隆

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

＊＊＊例会報告＊＊＊

４，みんなのためになるかどうか

＊＊＊大切なもの＊＊＊

前回例会は、黒田一臣君の入会セレモニーから始ま
りました。新会員の黒田君は緊張されている様子でし
たが、「ご指導宜しくお願いしま
す。」と 挨 拶 さ れ ま し た。今 後
ロータリーでの活躍を期待しま
す。
また、ボーイスカウト連盟代表
の野村（善）君に対して当クラブ
より寄付金が手渡されました。
例会タイムでは新役員のご挨拶
がありました。櫻本会計をはじ
め、川端SAA、クラブ会員担当の
田中理事、クラブ広報担当の菊
川理事、クラブ管理運営担当の
藤本理事、奉仕プロジェクト担当の杉本理事、国際奉
仕担当の北澤理事の順番で各々が３５周年記念である
今年度への意気込みやそれぞれの
ご担当の役務の取り組みに対する
思いや担当委員会事業の概要や計
画等について話をされました。

＊＊＊「仕事と家庭と…」＊＊＊
梅本 正和
入会させて頂きありがとうございます。感謝申
し上げます。
経営理念：理念 『善意と感謝と思いやり』
方針 『速、正、美 +α（付加価値）
※今後、ロータリーの精神も取り入れたいと考えています。
事業内容：測量全般（境界測量、GPS測量等）宅地開発申請
等、各種許認可申請,土木設計（道路、河川砂防、
農業土木、都市計画）
従業員：12名（内有資格者10名）
今思う事：自分が家庭や会社を支えているというのは思いあが
り。家庭や社員、地域の方々に支えられて今日まで
来たこと。
すべき事：最小構成単位である家族を大切にする→社員とその
家族を大切にする→顧客を大切にする→地域を大切
にする→仕事もスムーズ→社会貢献→ロータリー奉
仕の理念と合致。
好きな言葉：『気』は長く、『心』は丸く、『腹』を立てず、
『人』は大きく、『己』は小さく。
決してあきらめない。一歩前へ。
成功はあせらない人にやってくる。
家 族 構 成 ： 妻、子 供 4 人（2 男、2 女【末 娘 は 小 学 校 5 年 で
す】）、母親の7人家族ですが、10月に1人増えそ
うです。
まだまだ未熟者です。今後とも、ご指導よろしくお願い致し
ます。

次回例会プログラム 7月24日

廣瀬滋夫
大切なものといってもいろいろある。この年になる
まで生きてこれたのは何だろう？
環境では、空気、水。生活の上では、飲食物、金、
住居､テレビ、新聞等。対人関係では、友人、家族、所
属団体のメンバー（ロータリー、司法書士会、土地家
屋調査士会）､近所の方々、同窓会仲間、サラリーマン
時代の仲間など。仕事の上では、従業員、お客様やお
得意様、パソコン等。肉体的には、健康、身体等。趣
味的には、45年前頃のレコードや、ステレオなど。
こうしてみると、生きていく上では、大切なものや
必要なものはたくさんある。が、それがなくても生き
続けることは結構できる。しかし、これがないと、物
理的にも、精神的にも、人生を歩めないものは、やは
り、家族であろう。特に妻の存在は絶大である。何か
と口論（特に最近はロータリーのことで多い）したり
しても、元来、私たち夫婦は良くも悪くもさっぱりし
た性格なので、いつのまにか､会話もし、食事も準備し
てくれ、身の回りの世話や、仕事上のフォローもして
くれる。口には出さないが、ありがたいと思ってい
る。離れがたい結びつきであり、まさに夫婦の絆であ
る。妻の前では、態度は表さないが、大切なものとい
うより、大切な人として、今後の生活を共に歩みた
い。

ニコニコ箱

計54,000円

総計213,000円

◇黒田一臣君の入会を祝して…廣瀬君
◇黒田君の入会を祝って…髙木君
◇彦根南ロ－タリ－クラブへ入会させて頂きありがとうござ
います…黒田君
◇初例会家内の手術にて欠席すいません。廣瀬会長本年宜し
く御願いします…池田君
◇皆さん一年間お世話になりありがとうございました。７月
３日はバス１２台で遠足雨でした。本年もご指導よろしく
お願いします…野村(郁)君
◇廣瀬丸の船出を祝して…一圓君
◇新年の役員さん皆様ごくろう様です…橋川君
◇廣瀬丸の門出を祝って…宮川君
◇黒田君の御入会を祝って…清水君 藤本君
◇黒田一臣君の入会を歓迎します…大塚君
◇黒田一臣君の入会をお祝して。当社のご近所さんですので
ヨロシク！…宮嶋君
◇黒田君の入会を祝って。ＳＡＡのお許しをえて早退します
…梅田君
◇黒田君の入会を祝して…櫻本君 松宮君 山脇君 川端君
◇創立創業記念日を祝って頂いて…野村(善)君 松本君
杉本君 鳥越君 樋口君
◇SAAのお許しを得てお先に失礼します…木村君 馬庭君
安田君

7月31日プログラム

「新委員長挨拶」：プログラム委員会担当

「クラブフォーラム」：プログラム委員会担当

例会出席報告-----------------------------------------------------------------------------------7月10日

会員数：69人(出席免除会員

当日出席：55人

メーキャップ：2人

16人)

出席率87.69％

6月26日

会員数：68人(出席免除会員

当日出席：60人

メーキャップ：2人

16人)

出席率98.41％

会報雑誌委員会 委員長：樋口英彰 副委員長：王本智久 野村善一・山脇秀介・森野隆

