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彦根南RCテーマ
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◇例会場
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◇事務局
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〒522-0043

滋賀県彦根市小泉町160-4

TEL:0749-23-2102

FAX:0749-23-2108

：川端芳孝

クラブ会員担当理事

：田中寿信

本日のプログラム

クラブ広報担当理事

：菊川太嗣

「学生からみた就職活動～より良き人材を確保するために」

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

土屋正治氏（滋賀県立大学学長補佐・学生支援センター長）

プログラム委員会担当

プログラム
開会点鐘
ロータリーソング

西澤清正君

9月 1日

矩

照幸君

9月 8日

川端芳孝君

9月15日

ご夫人誕生日お祝い
渡邊長康君
ご夫人京子さん

ゲスト紹介

各種お祝い
幹事報告
委員会報告
ＳＡＡの時間
ニコニコＢＯＸ

ガバナー公式訪問リハーサル
来る10月9日(火)のガバナー公式訪
問に先駆けて10月2日(火)の例会終了
後、リハーサルを行いますので、役
員、理事、委員長の皆様は例会終了
後、第3・4研修室にお集まり下さ
い。なお、ご欠席の場合は、必ず代
理出席者名を事務局にご連絡下さい
ますようお願い致します。

＊＊＊メークアップ情報＊＊＊

出席報告
例会タイム
閉会点鐘

ソングリーダー：◎北川泰史

9月14日

＊＊＊お知らせ＊＊＊

食事・自由歓談
会長の時間

☆月見例会開催の件
日時 平成24年10月30日
例 会 18：00～18：30
懇親会 18：30～20：30
場所 料亭旅館《やす井》
参加料 4，000円
その他
・送迎バスあり
・アトラクション
(ギターとよし笛のセッション)
☆荒神山プロジェクト奉仕例会の件
日時 平成24年10月14日(日)
整 備 9：00～12：15
例 会 12：30～13：30
整 備 13：15～16：30
整備内容
・古墳周辺の整備(柵)
・苗木の添え木の作成
・苗木植え参加者の
竹製名札作成

創立創業記念日お祝い

「四つのテスト」
「我等の生業」

＊＊＊理事会報告＊＊＊

＊＊＊お祝い＊＊＊

☆9月20日(木)
☆9月27日(木)
☆10月4日(木）いずれも 彦根RC
場所：彦根ビューホテル フロント
12：00～12：30
大菅良治

橋川高治

浅野浩司

王本智久

☆9月24(月) 長浜ＲＣ
場所：彦根ビューホテル
グラツィエ1Ｆ
12：00～12：30

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

４，みんなのためになるかどうか

＊＊インターシティミーティング開催＊＊
9月8日(土)、大津プリンスホテルにて「Bridge
the Gaps」のスローガンのもと、大津西ＲＣを
ホストとして、県下22クラブ及び県外2クラブ、
Ｅクラブを含めて585名(当クラブ参加者は36名)
のロータリアンが参加して、本年度第2650地区
第1組のインターシティミーティングが開催されました。
開会のセレモニーでは、河本ガバナーを始め、川端ゼネラルリーダーの
挨拶、嘉田知事、越大津市長の祝辞がありました。
大津児童合唱団による“ふるさと琵琶
湖”をテーマにした歌声に魅了されたあ
と、基調講演では国立歴史博物館教授、
国際日本文化センター所長等を歴任され
た宗教学者の山折哲雄氏が「日本人の心
と復興」というテーマで講演されました。仏教がいかに日本人の生活に根
ざしているかを童謡“夕焼け小焼け”を例にとり丁寧に解説されました。
講演後の閉会式では、次年度のＩＭは大津東ＲＣがホストで開催される
と発表がありました。懇親会は、終始和やかな歓談ののち終了しました。

新入会員セミナーに参加しました。 森野隆
9月8日、大津プリンスホテルにて国際ロータリー第2650
地区の新会員セミナーが行われ、彦根南ロータリーから
三木、梅本、森野、山口、黒田の5名が早朝（休日の10時
は早朝と言っていいだろう）から 22クラブの新会員50数
名が7テーブルに分かれ、セミナーが始まりました。
河本ガバナーからインターシティミーティングで新会員
セミナーは始めての試みでしたが76パーセントに近い出
席率で喜んでいる。と挨拶されました。
その後、村松善作ガバナー補佐から、退会されるのは入
会5年未満が持つとも多くその理由は面白くないが多い
が、例会は勿論、会議、会合、大会にアク
ティブに参加する事により楽しさやおもし
ろみがわかるはず。そしてこれからのロー
タリーで3k（会社、家族、健康）を大切に
頑張って下さいと話しされました。 新会
員にとって有意義なセミナーでした。

＊＊＊例会報告＊＊＊

＊＊＊御来客＊＊＊

今日の卓話は新世代委員会より、教育とい
うテーマでメンバーの野村善一君と安田勉君
よりお話いただきました。まず、野村君から長
年のボーイスカウト活動についてお話いただ
きました。野村君は昭和25年の夏から活動さ
れており、現在はボーイスカウト育成会長を
務められておられます。ボーイスカウト活動は社会におけ
るリーダー育成が最終目標であり、社会教育運動であるこ
と、そして子供たちにも約束、目標設定をきちんとさせる
ことなど、ボーイスカウトの理念をお話いただきました。
また学校教育、家庭教育、社会教育の輪が崩れた時に大津
のいじめの様な問題が起きるという見解もお話いただき
ました。
次に、安田君から47年間にわたる剣道人生
から学んだことをお話いただきました。安田君
は剣道８段で現在の滋賀では最高段位の剣士
です。剣道のよさは全年齢が楽しめること、道
場のOBが指導者として育成にあたること、
「交
剣知愛」
の精神で一度稽古をしただけで非常に
仲良くなれることを挙げられてました。また、
自身の目標としていつでも帰ってこられる道場を作るこ
とと、体力・意地・気力が続く限り生涯剣道を続けたいと
いうこともお話いただきました。
改めて、メンバーに各分野のトップがおられ、社会貢献
活動をされていることに誇りを感じた本日の例会でした。

次回例会プログラム 9月18日

マグワン・ニャムトヤさん（米山奨学生）

ニコニコ箱

計67,000円

総計555,000円

◇誕生日自祝 一昨日32才になりました。昨日はRCの先輩にも
祝っていただき感謝の気持ちでいっぱいです…王本君
◇40～50才代 花よりだんご 60～70代 仕事一筋 できれば
こうこれから生きていきたい。誕生日自祝…橋川君
◇誕生日を祝っていただいて…奥山君
◇誕生日自祝…藤本君
◇入会記念日を祝っていただいて。写真をありがとう…廣瀬君
◇入会記念日を祝っていただいてありがとうございます
…野村(郁)君
◇入会記念日を祝っていただいて…松宮君
◇入会記念 自祝！！…門野君
◇妻の誕生日 祝っていただいて…西山君
◇皆出席を祝っていただきまして有難とうございます…浅野君
◇ポールハリスフェローいただいて…北川(廣)君
◇納涼例会の写真ありがとうございます。本日の例会 野村善
一様 安田 勉様よろしくお願い致します…鳥越君
◇本日は卓話（BS）のお時間を頂きました…野村(善)君
◇本日卓話よろしくお願いします。納涼会の写真ありがとうご
ざいました…安田君
◇SAAのお許しを得てお先に失礼します。写真ありがとうござ
います…所君
◇納涼例会の写真ありがとうございました…松本君・山脇君
・藤居君・平居君・櫻本君・大塚君・高木君・村上君
・三木君・黒田君・清水君・菊川君・渡邉(孝)君・川端君

9月25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

「中国の自動車事情」：方蘇春（聖泉大学教授）
米山奨学会委員会担当

例会出席報告-----------------------------------------------------------------------------------9月4日

会員数：69人

当日出席：53人

(出席免除会員

メーキャップ：3人

16人)

出席率93.33％

8月21 会員数：69人
当日出席：50人

(出席免除会員

16人)

メーキャップ：10人 出席率96.77％

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

