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  プログラム 

 開会点鐘 

  ロータリーソング 

 「君が代」 

「奉仕の理想」 

   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 
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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 

     「私の青少年育成」：野村善一君・安田 勉君 

新世代委員会担当 

【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  

Ｐ５ 特集 新世代のための月間 
 ９月は新世代のための月間です。各

地のクラブから新世代のための活動や

支援事業が紹介されています。 

 

Ｐ14 先輩から学ぶこと 
 世界で４番目にできたシアトルRCが

若い会員を勧誘し、会員の平均年齢の

若返りを実行し、クラブの活性化に取

り組んだ活動が紹介されています。 

 

Ｐ⑯ 同論・異論 
 クラブの合併は必要か？というテー

マについて各方面から意見が寄せられ

ています。  

＊ロータリーの友必見処＊ ＊＊＊お祝い＊＊＊＊＊＊ 

 ＊＊＊メークアップ情報＊＊＊ 

会員誕生日お祝い 

ご夫人誕生日お祝い 

入会記念日お祝い 

王本智久君  S55年 9月 2日 

橋川高治君  S24年 9月 3日 

宮川孝昭君  S19年 9月 7日 

藤本邦宏君  S46年 9月27日 

奥山二三男君 S23年 9月30日 

野村郁雄君 H 2年 9月 4日 22年 

松宮 一君 H 2年 9月11日 22年 

廣瀬滋夫君 H 4年 9月22日 20年 

門野 明君 H 9年 9月 2日 15年 

西山憲和君 

  ご夫人洋子さん 9月 6日 

北川泰史君 

  ご夫人久子さん 9月 9日 

☆9月6日(木) 大津唐橋ＲＣ 

 場所：瀬田商工会2F事務局 

       17：30～18：00 

☆9月12日(水) 高島ＲＣ 

 場所：事務局(可以登楼別館内) 

       12：00～12：30 

☆9月19日(水) 近江八幡ＲＣ 

 場所：ホテルニューオウミ 

     1Ｆロビー 

       12：00～12：30  



 第１６５４回例会は、まず廣瀬会長

より,会員増強推進計画で当クラブが

ＲＩ賞を受賞したことのご報告があ

り、会員増強に携わった皆様にお礼を

述べられました。 

 例会タイムでは、会員増強において

多大な貢献をされてこられました松本

隆副会長が『人材こそ宝』という題で卓話していただき

ました。 

 夏原社長のすすめにより盛和塾に入り

勉強させていただいたこと、ロータリー

クラブに入会し先輩から仕事や人生の経

験等をお聞きし、または助言をいただい

て、苦しい時期に助けられたことをお話

しされ、新入会員を勧誘するときも、

ロータリークラブの良さを、自信を持っ

て説明して入会をお願いしていると話されました。 

 後半は会社経営と学校経営の今までの苦労や問題を乗

り越えてきた話をされ、私は仕事に夢を持ってそれを慎

重に考え、目標に変えたら周囲の人に話し、自分自身に

プレッシャーを与えてそれを必ず達成させています。 

 最後にロータリークラブに入会していろんな方と会話

でき大変すばらしいクラブだと話されました。 

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

 8月28日  会員数：69人(出席免除会員  16人)     8月7日 会員数：69人(出席免除会員 16人) 

当日出席：52人 メーキャップ：0人 出席率86.66％ 当日出席：50人 メーキャップ：7人 出席率96.61％  

次回例会プログラム 9月11日 

「学生からみた就職活動～より良き人材を確保するため

に」    

 土屋正治氏（滋賀県立大学学長補佐・学生支援センター長) 

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47,000円 総計428,000円                     

9月18日プログラム 

聖泉大学移動例会並びに就職模擬面接 

「ケニアでの類人猿化石の発掘から」 

石田英實氏(聖泉大学教授） 

職業奉仕委員会担当 

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 

◇卓話に時間をいただいてありがとうございます 

 …松本君 

◇皆出席自祝…馬庭君 

◇４回目の皆出席祝っていただいて…西村君 

◇妻と共に誕生日を祝っていただいてありがとうござ 

 います。入会記念自祝…安田君 

◇入会記念日自祝…杉本君 

◇マルチプルポールハリスフェローを頂いて…松宮君 

◇マルチプルポールハリスフェロー4回目？を頂いて 

 …木村(泰)君 

◇写真有難とうございます…佐藤君 

◇松本様御講話楽しみです…橋川君 

◇本日の卓話、よろしくお願いします…杉原君 

 

 
 

＊＊＊例会報告＊＊＊ ＊＊＊ロータリー基礎知識＊＊ 

 「四つのテストの解釈」その２ 

☆Will it builid goodwill  and  better  friend-

ship？  好意と友情を深めるか 

 “goodwill”は単なる好意とか善意を表す言葉では

なく、商売上の信用とか評判を表すとともに、店の暖

簾や取引先を表します。すなわちその商取引が店の信

用を高めると同時に、よりよい人間関係を築き上げ、

取引先を増やすかどうかを問うたものです。 

☆Will it be beneficial to all  concerned？ 

 みんなのためになるかどうか 

 “benefit”は「儲け」そのものを表す言葉です。た

だし、売り手だけが儲かったり、また買い手だけが得

をしたのでは公正な取引とはいえません。その商取引

によってすべての取引先が適正な利潤を得るかどうか

が問題なのです。 

  (出典「今さら人に聞けない分かりやすいロータリー」) 

☆第63回県下RC合同親睦ゴルフ大会 

～東日本大震災義援金コンペ～ 
  

 この度、大津唐橋ＲＣホストにより下記の通りゴルフ

大会が開催されます。多くのメンバーのご参加をよろし

くお願い申上げます。ご参加ご希望の方は事務局までご

連絡下さい。 

          開催要項 

 日  時 2012年10月11日(木) 

 場  所 ジャパンエースゴルフ倶楽部 

      栗東市下戸山５００番地  077-533-3333 

 登録料  8,000円(東日本大震災義援金1,000円含む) 

 プレー費 各  自 (13,520円、昼食茶店は別途) 

 競技方法 18ホールストロークプレイ 

      JGAルール及びローカルルール 

 ＨＤＣＰ ダブルペリア方式 

 表彰・懇親会 プレー終了後クラブハウスに 

        て開催 

 締  切  9月14日(金) 

＊＊＊お知らせ＊＊＊＊ 


