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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 

地区テーマ      「Bridge the Gaps」 
2650地区ガバナー：河本英典 

彦根南RCテーマ    「強い絆で」 
彦根南ロータリークラブ会長：廣瀬滋夫 

本日のプログラム 

「司法書士という仕事を通じて」：廣瀬滋夫君 

プログラム委員会担当                         

【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 隆 

幹  事  ：髙木淳一  会  計：櫻本武志 

Ｓ Ａ Ａ ：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 

奉仕プロジェクト担当理事  ：杉本定幸 

国際奉仕担当理事      ：北澤一朗  

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 山脇秀介 今村英二 森野隆  

＊＊＊お知らせ＊＊＊＊ ＊＊＊お祝い＊＊＊＊＊＊ 

移動例会と就職模擬面接 

開催のご案内 

 恒例の聖泉大学での移動例会及び就

職模擬面接を下記にて行います。 

是非ご出席を賜りますようお願い申し

上げます。 

       記 

日 時  2012年9月18日(火) 

 例 会  12：30～ 

 就職模擬面接 13：50～14：50 

場 所  聖泉大学 

＊就職模擬面接の面接官には、クラブ

メンバー及び企業担当者合わせて最低

5名以上のご協力をお願い致します。

面接場所は聖泉大学各教室です。 

☆8月24日(金) 長浜東ＲＣ 

 場所：北ビワコホテルグラツィエ 

   1Ｆロビー 12：00～12：30 

☆8月31日(金)  東近江ＲＣ 

 場所：クラブ事務局 

         12：00～12：30 

☆8月31日(金) 守山ＲＣ 

 場所：ラフォーレ琵琶湖 

         12：00～12：30 

会員誕生日お祝い 

門野 明君  S17年 8月 3日 

松宮 一君  S23年 8月 8日 

所庄五郎君  S17年 8月 9日 

安田 勉君  S30年 8月20日 

後藤道博君  S25年 8月28日 

ご夫人誕生日お祝い 

安田 勉君 

 ご夫人京美さん  8月11日 

池田定夫君 

 ご夫人弘子さん  8月12日 

山口幸次郎君 

 ご夫人年子さん  8月25日 

入会記念日お祝い 

酒井昭蔵君 S61年 8月 5日 26年 

木村泰造君 H 5年 8月24日 19年 

馬庭将行君 H14年 8月20日 10年 

渡邉 孝君 H14年 8月27日 10年 

杉本定幸君 H15年 8月19日  9年 

渡邊長康君 H19年 8月21日  5年 

泉 藤博君 H22年 8月 3日  2年 

安田 勉君 H22年 8月 3日  2年 

＊＊＊メークアップ情報＊＊＊ 



  

例会出席報告------------------------------------------------------------------------------------  

8月7日  会員数：69人(出席免除会員  16人)     7月24日 会員数：69人(出席免除会員 16人) 

当日出席：50人 メーキャップ：5人 出席率93.22％ 当日出席：47人 メーキャップ：11人 出席率100％  

次回例会プログラム 8月28日 

    「人材こそ宝」：松本 隆君 

会員増強委員会担当  

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 

ニコニコ箱    計92,000円 総計381,000円                     

9月4日プログラム 

「私の青少年育成」：野村善一君 安田 勉君 

新世代委員会担当 

       山甚開発(株) 山口幸次郎 

 平成２４年６月から入会させていただき有

難うございます。 

 私の職場は彦根市高宮町（中仙道無賃橋南

側）にあり、不動産業を行っております。 

 主な業務としては事業用借地、住宅開発、賃貸アパー

トを行っております。 

 彦根での主なお取引先としては、ビックボーイ様、マ

クドナルド様、ハナテン様などとお取引させて頂いてお

ります。 

 別会社として、山甚建設㈱という土木建設業をさせて

頂いております。こちらは創業８７年をむかえました。

ここまでこれたのもお客様、地域の皆様、従業員みんな

のお陰だと感謝しております。 

 今後は、この歴史に恥じぬ様、創業１００年を目指

し、より一層顧客に安心と信頼で応える企業として豊か

な社会作りに貢献していきたいと思っております。 

 まだまだ若輩者

ですが今後とも宜

しくお願いいた

します。 
 

＊写真は７月１４日に行われた第１００回を迎えた高宮

の花火大会です。 

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 ４，みんなのためになるかどうか 

◇納涼例会お世話になります。ちびっこ野球大会御参加あり 

 がとうございました…廣瀬君 

◇納涼例会お世話になります…髙木君 

◇納涼例会に多くのメンバー様のおこしを得て。親睦委員 

 長・委員の皆様おせわになります…藤本君 

◇2012～2013年度予算ご承認いただいて、納涼例会お世話に 

 なります…櫻本君 

◇納涼例会 親睦委員会さんお世話様です…奥山君 

◇納涼例会にご参加頂いてご出席頂いてありがとうございま 

 す…大塚君 

◇親睦委員の皆さん納涼例会お世話になります…浅野君 

◇納涼例会無事にお迎えいただき、皆様にはおせわになり感 

 謝します…野村(郁)君 

◇納涼例会ご苦労様です…田中君･池田(定)君･渡邊(孝)君 

◇納涼例会にご出席ありがとうございます…山脇君･山口君 

◇納涼例会楽しいひとときをありがとうございます…三木君 

◇納涼例会お世話になります…梅田君･松本君･北澤君･所君･ 

 大菅君･平居君･木村君･西村君･川端君･藤居君･大橋君･ 

 安田君･池田(良)君･鳥越君･西山君･清水君･松宮君･後藤君 

 ･村上君･酒井君･法村君･西澤君･杉本君･野村(善)君･菊川君･  

 棚橋君･北川君･森野君 

◇初めての納涼例会楽しみにしています…梅本君･黒田君 

◇納涼例会お世話になります。ありがとう…門野君・児島君 

◇親睦さんご苦労様です。お世話になります…宮嶋君 

◇納涼例会親睦の皆様ご苦労様です。よろしくお願いします 

 …橋川君 

◇マリアージュ彦根様お世話になります…杉原君 

◇遅れてすいません…今村君 

＊＊＊例会報告＊＊＊ 

       ＊＊私の職場＊＊ 

 ロンドンオリンピックでの日本選手の活躍に刺激されたのか、日本列島の太平洋高気圧の勢力も

一段と強く連日猛暑が続く中､マリアージュ彦根で納涼例会が開催されました。 

 廣瀬会長の挨拶を皮切りに例会が始まりその後会場を変え懇親会場へ、扉を開ければそこはハレ

クラニのロビーか、ザロイヤルハワイアンのテラスかと思うような素敵なハワイアンメロディーが

奏でられ､廣瀬会長と高木幹事が大階段からアロハルックで登場してのオープニングになりました。 

 野村直前会長の乾杯の後、宴は開かれ歌と演奏は蜂谷清香&ほほえみハワイアンズ、そしてレイオ

フケイコ＆ほほえみビューティーズのフラダンスが花を添え、美味しい料理とお酒で楽しい納涼例

会の幕は閉じました。 


