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本日のプログラム

「新委員長挨拶」
担当：プログラム委員会

＊＊＊新世代のための会議報告書＊＊＊

プログラム
開会点鐘
ロータリーソング
「おおロータリー」
ゲスト紹介
食事・自由歓談
会長の時間
各種お祝い
幹事報告
委員会報告
ＳＡＡの時間
ニコニコＢＯＸ
出席報告
例会タイム
閉会点鐘

ソングリーダー：◎北川泰史

去 る 7 月 14 日
（土）京 都 の ホ
テル平安会館に
て「新 世 代 の た
め の 会 議」が 開
催され参加して
きました。その中でロータリークラブ
とは奉仕の活動をしている団体で、社
会奉仕、職業奉仕、国際奉仕、クラブ
奉仕が今までの４大奉仕でしたが2010
年度より新世代奉仕が加わり５大奉仕
の活動をしている団体になったと聞い
てきました。そんな中まだまだ新世代
奉仕の活動をしているクラブが少ない
の で もっ と活 動 して いっ てほ し い と
いっておられました。
新世代奉仕ですが日本の将来は新世
代の方々の手の中にあります。その新
世代を育てるのがロータリアンの責務
です。リーダーになる気付や成長させ
る責務があります。もう一度各クラブ
できちんと新世代のための事業がされ
ているかどうか話し合いをしていただ
き、お金の負担だけではなくもっと新
世代の方々と話す場、また話せる場を
作っていってほしい、そんな新世代委
員会になってほしいとお話されていま
し た。ま た、2650 地 区 に 97 の ロ ー タ
リークラブがありますが36のクラブし
か新世代の事業報告が提出されていな
いのでしっかりと報告書を提出してほ

大菅良治

橋川高治

浅野浩司

王本智久

新世代委員長 鳥越 清和
しいとのお話もありました。
また新世代の基金があるので３年間では
あるが有効に活用してほしいとのことでし
た。

＊＊夏だ！鱧しゃぶ＆ビワマス
生ビールを楽しむ会
兒島裕明
(旨いもん愉しむ同好会お世話役)
京都祇園ばやしのコンチキチ・・が聞
こえそうな7月17日の夕方に・・・
中 仙 道 の 宿 場・愛 知 川 の 地 で 老 舗
竹平楼の料理人が匠の技でさばいた活きの
良い旬の天然の鱧(はも)と天然のビワマス
(一圓同好会副会長の差し入れ)の豪華版を
堪能致しました。
藤居同好会々長の絶妙なる乾杯の音頭
飲もまいか！で開宴しました。( ^_^)／▼
☆▼＼(^_^ ) ｶﾝﾊﾟｲ♪
旨い日本酒の数々と生のビールで 夏の夕
涼みを楽しんだ会員23名でした。
(ビワマス：準絶滅危惧(NT))琵琶鱒は、サ
ケ目サケ科に属する淡水魚。日本の琵琶湖
にのみ生息する固有種である。)
同好会開催の予定・・・
酵母菌の育成を自然に任せた山廃仕込 美冨久
酒蔵へのバスツアー。
沖縄・鹿児島の焼酎メーカー視察
（同好会会員のご意見をお寄せ下さい。）

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

＊＊第２４回彦根南RC杯

３，好意と友情を深めるか

湖東ちびっ子野球大会

４，みんなのためになるかどうか

開催＊＊

7月22日(日)8：30から甲良少年野球場において、当クラブが主催する第24回彦根南RC杯湖東ちびっ子野球
大会の開会式が行われました。当クラブメンバーの参加は32名でした。前日来の心配された天候も回復し、5
年生21チーム、4年生17チーム合わせて38チームが元気に入場行進し、主催者代表の廣瀬会長の挨拶、甲良町
長、続いて彦根学童野球連盟の松本理事長の挨拶があり、甲良東チームの主将が力強く選手宣誓を行いまし
た。始球式では廣瀬会長が練習の甲斐あって見事なストライクを決められ、メンバーの喝采を浴びられまし
た。直後の第1試合では4年生の部で金城VS平田、1回の表から金城の猛攻が始まりました。554名の野球少年
達が大会を通してどんなふうに成長し、数年後どんな思い出になっているか楽しみです。
閉会式は8月5日(日)、決勝戦終了後
です。詳細は後日お知らせします。

＊＊＊例会報告＊＊＊

＊＊＊御来客＊＊＊

前回の例会は、彦根学童野球連盟の松本
敏明理事長と松宮光敏副理事長が来られ、
第24回彦根南ロータリークラブ杯湖東ち
びっこ野球大会を､基本理念である｢青少年
の健全育成｣の下、開催しますとの挨拶
を受けました。
また、彦根ロータリークラブの秋野
政誠会長と杉本克実幹事が表敬訪問さ
れ、それぞれが、60周年を迎える彦根
ロータリークラブをよろしくお願いしますと挨拶されま
した。
例会タイムでは杉原会員増強委員長が会員増強の重大
さを感じ、木村会員選考委員長からはロータリーにふさ
わしい会員を、また馬庭職業分類委員長からはクラブに
とって重要な委員会一年間､宜しくお願いします。との
お言葉があり、松宮ロータリー情報委員長からは､35周
年のこの年に会員全員が強い絆で何事も取り組んで行こ
うと挨拶され､樋口会報雑誌委員長は、皆さんの協力な
しでは成り立たないので､ご協力を切にお願い申し上げ
ますと、又、後藤広報委員長からは積極的に各報道機関
に情報発信していくとのこと、最後に平居出席委員長か
ら各種大会の出席依頼や出欠の管理をし､会員の皆さん
には一年間宜しくお願いしますと挨拶されました。

次回例会プログラム 7月31日

彦根学童野球連盟 理事長
松本敏明様
彦根学童野球連盟 副理事長 松宮光敏様
秋野正誠君・杉本克実君（彦根RC）

ニコニコ箱 計35,000円 総計246,000円
◇お世話になります…秋野君(彦根RC)
◇本日お世話になります。杉本君(彦根RC)
◇学童野球連盟松本理事長、松宮様ようこそ彦根南RCへ。
ちびっ子野球大会よろしくお願いします。彦根RC秋野会
長、杉本幹事ようこそ彦根南ＲＣへ…廣瀬君
◇妻の誕生日を祝っていただきましてありがとうございま
す。ＳＡＡのお許しを得てお先に失礼します…西澤君
◇妻の誕生日を祝っていただいて…青山(茂)君
◇彦根クラブ秋野会長、杉本幹事ようこそおこしください
ました。また先週はありがとうございました…髙木君
◇彦根学童野球連盟松本理事長、松宮様ようこそクラブ
へ。当社も学童野球さんと一緒に新入大会を主催させて
いただき、40チ－ム645名の5年生が、7/14・7/15・7/16
と試合をしています。残すところ7/21の準決勝と決勝戦
のみとなりました…髙木君
◇彦根学童野球連盟松本理事長をお迎えして。彦根クラブ
秋野会長、杉本幹事ようこそ…奥山君
◇彦根クラブ秋野会長、杉本幹事ようこそお越しください
ました…櫻本君
◇ようこそ当クラブへ 彦根クラブ会長秋野様・幹事杉本
様をお迎えして…川端君
◇彦根クラブ会長・幹事様をお迎えして。黒田君の入会を
祝って…松本君

8月7日プログラム

「クラブフォーラム」：プログラム委員会担当

「納涼例会」：親睦委員会担当

例会出席報告-----------------------------------------------------------------------------------7月17日

会員数：69人(出席免除会員

当日出席：53人

メーキャップ：0人

16人)

出席率88.33％

7月3日

会員数：68人(出席免除会員

当日出席：57人

メーキャップ：3人

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

16人)

出席率100％

