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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

本日のプログラム

「人材こそ宝」：松本
会員増強委員会担当

＊＊＊お祝い＊＊＊＊＊＊

プログラム

創立創業記念日お祝い

開会点鐘

黄地耕造君

8月 5日

ロータリーソング

今村英二君

8月20日

「彦根南ロータリーの歌」

野坂昌春君

8月27日

ゲスト紹介
食事・自由歓談

皆出席お祝い(８月度）
馬庭将行君

各種お祝い

委員会報告
ＳＡＡの時間
ニコニコＢＯＸ
出席報告

10回連続

マルチプル
ポールハリスフェロー

会長の時間

幹事報告

隆君

矩

照幸君

２回目

木村泰造君

４回目

北川廣策君

４回目

松宮

４回目

一君

＊＊＊メークアップ情報＊＊＊
☆9月3日(月)

例会タイム

五個荘

場所：ｱｽﾞｲﾝ東近江

能登川ＲＣ
能登川駅前

12：00～12：30

閉会点鐘

☆9月6日(木) 大津唐橋ＲＣ

＊＊＊お知らせ＊＊＊＊
IMに参加される会員へ
送迎バスの運行について下記の通
りお知らせいたします。
乗車場所
☆11：00 彦根商工会議所前
野村(善)君 藤本君 村上君
平居君
☆11：05 木村水産前
髙木君 菊川君 宮川君 法村君
橋川君 木村(泰)君
☆11：10 平和堂本部前
北澤君 一圓君 山脇君 杉本君
松本君
☆11：15 国道野口
奥山君
☆11：20 青山設計前
青山(憲)君
☆11：20 愛知川ＵＣＣ前
廣瀬君 川端君 藤居君 梅田君
変更等ございましたら、早急にご連
絡下さい。
※服装はクールビズでお願いします。
※新会員セミナーは10：00から始ま
ります。

場所：瀬田商工会2F事務局
17：30～18：00
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

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＊＊＊＊

＊＊ロータリー基礎知識＊＊

前回の例会は廣瀬会長と宮嶋プログラム
委員長が卓話をされました。
まず、廣瀬会長は「司法書士という仕事
を通じて」というテーマで、長年にわたり
司法書士として活躍されたご経験から主に
相続と家族の絆についてお話しされまし
た。両親が健在の間は仲の良かった兄弟でも、両親が亡
くなると途端に、相続を巡って互いの権利のみを主張
し、兄弟間で争いへ発展するケースや、被
相続者との生前との関係がいかに希薄で
あっても、また異母兄弟でも相続権は全く
同一で、それ故にもめるケースなど実体験
からの貴重なお話でした。遺言等でいかに
スムーズに資産を次世代に継承するか常に
考えておくことが重要、とまとめられました。
次に宮嶋プログラム委員長からは「ロータリーで学ん
だこと」というテーマで、ご自身が入会された当時、夏
原顧問から多賀大社へ毎月１日にお参りしなさいとご忠
告を受け、以来欠かさず参拝しており、おみくじが経営
のヒントになっていることと、ご自身のお父上との関係
を、クラブメンバーの清水修三君からの一言から見直
し、尊敬できるようになったこと、同じくメンバーの大
照敏君の著書から、戦後処理時の通訳としてのフェアな
仕事ぶりを知り、同じメンバーとしてとても誇りに思え
たこと等のお話がありました。最後に、日本の鍛造業界
の将来を考えて行動することを自分の人生の足跡とした
いと、現在の心情を述べられました。

＊＊＊私の大切な人＊＊＊
私はいつも企業は社員、学校は先生を大切
に、毎日社員、先生を幸せにすることを目標に
経営を推進しています。また、人と人の出会い
を大切にして、その結果、自分の周囲の協力が
得られて困難な毎日を生きることができてい
ると思います。
私は今から16年前この素晴らしい彦根南ロータリに入
会しました。私は 今現在会社、学校が経営出来るのは、
ロータリクラブに 入会して皆さんから御指導、御支援を
いただいたおかげと考えています。私にとってロータリク
ラブメンバーの皆さんは一番大切な人です。気配り、人と
の出合いを大切する、時間を大切にする、メンバーの全員
が企業のトップとしてがんばっておられます。
毎週の例会を楽しみに、がんばります。今後共よろしく
お願いいたします。
次回例会プログラム

４，みんなのためになるかどうか

9月4日

「四つのテストの解釈」その１
☆Is it the truth？
真実かどうか
「嘘偽りがないかどうか」という意味です。真実と
いうのは「80％の真実」という言葉が示すように、人
間の心を通じたアナログ的判定であるのに対し、事実
とはあったか無かったのかの二者択一を迫るデジタル
的判定ですから、ここでは「事実」という言葉を用い
るべきでしょう。
☆Is it fair to all concerned？ みんなに公平か
“fair”は公平ではなく公正と訳すべきです。公平
とは平等分配を意味するので、例え贈収賄で得た
“unfair”不正なお金でも平等に分ければそれで良い
ことになります。“all concerned”は“all”だけが訳
されており、肝心の“concerned”が省略されていま
す。この“concerned”は取引先を指すのは明白で
す。従ってこのフレーズは「全ての取引先に対して公
正かどうか」ということを意味します。
(出典「今さら人に聞けない分かりやすいロータリー」)

＊＊＊御来客＊＊＊
松本 智君(彦根RC）
堤 秀記君(彦根RC）

ニコニコ箱

計58,000円

総計439,000円

◇本日お世話になります…松本(智)君(彦根RC)
◇コメント なし…堤君（彦根RC）
◇卓話の機会をもうけていただいて…廣瀬君
◇誕生日を祝って頂だいて…門野君
◇誕生日を祝っていただいて…松宮君
◇誕生日を祝っていただいて…後藤君
◇誕生日を祝っていただいて…所君
◇入会記念日を祝っていただいて…渡邊(長)君
◇入会記念日お祝ありがとうございます…泉君
◇入会記念日を祝っていただいて…渡邉君
◇入会記念日自祝…木村（泰)君
◇妻の誕生日をお祝いいただきありがとうございま
す…山口君
◇祝って頂きましてありがとうございます
…池田(定)君
◇本日は拙いお話で失礼致します…宮嶋君
◇19日～20日で富士登山行ってきました。何とか登頂
し、御来光を拝んできました。すばらしい経験が出
きました…菊川君
◇SAAさんにお許をえてお先に失礼させていただきま
す…西澤君
◇納涼例会欠席しました。親睦委員の皆様おつかれ
さまでした…樋口君
9月11日プログラム

「私の青少年育成」：野村善一君

安田

勉君

「よき人材を得る法」：土屋正治氏

新世代委員会担当

滋賀県立大学

プログラム委員会担当

例会出席報告-----------------------------------------------------------------------------------8月21日

会員数：69人(出席免除会員

当日出席：53人

メーキャップ：3人

16人)

出席率85.48％

8月7日

会員数：69人(出席免除会員

当日出席：50人

メーキャップ：7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96.61％

