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第1658回例会

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
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2650地区ガバナー：河本英典

「強い絆で」

彦根南RCテーマ

彦根南ロータリークラブ会長：廣瀬滋夫
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TEL:0749-27-5170
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12:30～13:30

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

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
「中国の自動車事情」：方 蘇春氏(聖泉大学人間学部教授)
米山奨学委員会担当

プログラム
開会点鐘

＊＊＊お祝い＊＊＊

＊＊＊お知らせ＊＊＊

ご夫人誕生日お祝い

☆次回10月2日の例会終了後、来る

森野隆君

ロータリーソング

10月9日のガバナー公式訪問時に行

ご夫人美由紀さん

9月1日

行いますので、役員、理事、委員長

「彦根南ロータリーの歌」

並びに入会3年未満の会員は第3・4

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

われるクラブ協議会のリハーサルを

皆出席お祝い(9月度）
6月度
田中寿信君
8月度
渡邊長康君
9月度
法村賢仁君
廣瀬滋夫君
松宮 一君

ＳＡＡの時間

＊＊＊メークアップ情報＊＊＊

3回
5回連続
6回
20回連続
22回連続

ポールハリスフェローに

ニコニコＢＯＸ

なられた方
櫻本武志君

例会タイム

マルチプル
ポールハリスフェロー

閉会点鐘

大橋和夫君

☆10月18日(木)

大津唐橋ＲＣ

場所：瀬田商工会2階事務局
17：30～18：00
☆10月11日(木)
大津西ＲＣ
場所：琵琶湖グランドホテル
1Ｆ ロビー
12：00～12：30
☆10月15日（月） 長浜ＲＣ
場所：北ビワコホテルグラツィエ
1Ｆ ロビー
12：00～12：30
☆10月22日（月） 五個荘能登川ＲＣ

藤本邦宏君

出席報告

研修室に集合して下さい。

場所：アズイン東近江 能登川駅前
1Ｆ ロビー
12：00～12：30

3回目

田中寿信君
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＊＊＊

４，みんなのためになるかどうか

＊＊米山記念奨学会決算報告＊＊

このたび、2011－12年度公益財団法人ロータリー米山
記念奨学会の決算報告が発表されました。
の移動例会でした。まず会長、幹事か
これによれば、総収入は、受取利息を入れて13億8900
ら残暑も厳しいかったけれど少し朝
万円で、支出合計は14億7100万円、このうち事業費は14
夕は涼しくなり、10月からはネクタ 億500万円、さらにそのうち奨学金は800名に対して12億
イ、上着着用で例会に出席するようにと話がありました。 895 万 円 で す。奨 学 金 以 外 の 事 業 費 は、地 区 へ の 補 助
費、世 話 ク ラ ブ へ の 補 助 費 そ の 他 広 報 活 動 等 に、1 億
そして 石田英實先生から『ケニアでの類
9500万円が支出されています。
人猿化石の発掘から』をテーマで講演して
寄付金収入に見合った支援にするため、2005年度より
頂きました。
奨学生数を1，000名から800名に減らしていましたが、
1975年から東アフリカに何度か行かれ特
2009年度よりさらに寄付金収入が事業収入を下回るよう
にケニアはナイロビ周辺、ビクトリア湖、ツ
になり、2010年度と2011年度は積立財産を取り崩して
ルカナ湖周辺での調査研究をされました。
800名支援を維持されてきましたが、限度額を超えたた
そこは活断層が多く、比較的化石等が見つけやすく年代 め、2013年4月からは奨学生数を700名に減らして事業を
行うとのことです。
も調べ易いと言うことです。
財務状況の詳細はホームページ上で公開されていま
人は猿人ー原人ー新人（ホモサピエンス）と進化し、
す。（http://www.rotary-yoneyama.or.jp)
また猿と人間の分かれ目は、二本足で歩けるか？でその
本日第1657回の例会は、聖泉大学で

後脳が大きくなり、言葉を発すると人間に‥と類人猿の

ニコニコ箱

計71,000円

総計650,000円

◇移動例会お世話になります…廣瀬君
ながら興味深いお話しをして ◇移動例会お世話になります。石田英實先生卓話よろし
くお願いします…髙木君
頂きました。
◇聖泉大学へお越しいただき有難うございます
…渡邊(長)君
◇本日は足元悪い中ありがとうございます。石田英實
（いしだひろみ）先生をお迎えして。昨年、皆様にお
＊＊＊御来客＊＊＊
祝いしていただいてから1年たちました。その節はあ
石田 英實氏 （聖泉大学人間学部教授）
りがとうございました。まだまだ新婚です…村上君
◇家内の誕生日を祝っていただいて。結婚記念日自祝
…樋口君
＊＊35周年記念誌部会開催＊＊＊
◇結婚祝自祝。いつもごくろう様です。聖泉大学の皆様
去る9月20日、19：00より（株）髙木造園会議室におい
ありがとうございます…橋川君
て、35周年記念誌部会の第1回の会合が開催されました。 ◇移動例会お世話になります。妻の誕生日を祝っていた
以下のことが決まりました。(要旨のみ）
だいて…馬庭君
☆今回は冊子として全員に配布する方向で進める。
◇姪の結婚式多賀大社にお世話になり木村宮司に感謝
☆記念誌の発刊は平成25年6月の予定
移動例会お世話になります…青山(憲)君
☆記念式典時の映像は10月14日と11月4日の事業内容を、 ◇移動例会お世話になります。聖泉大学様 お世話にな
10～15分で作成するものとする。
ります…櫻本君
☆広報はBBCの番組やFM滋賀と組む可能性を打診すること ◇移動例会お世話になります。社会奉仕・親睦さんお世
となった。たちまちは時間のリミットとして10月14日
話になります…児島君
にプロやテレビ局のカメラが入れるかが不明なため個
◇聖泉大学様お世話になります…池田君
人のビデオカメラで撮影する準備を進めておきながら
◇移動例会お世話になります…梅田君 北澤君 一圓君
可能性を探る。
西山君 所君 川端君 北川(廣)君 泉君 田中君
☆次回の部会は10月9日(火)
松宮君 平居君 山脇君 黒田君 大菅君 浅野君
19：00より開催します。
森野君 大塚君 法村君 杉本君 藤居君 鳥越君
上田君 西村君 野村(郁)君 宮嶋君 松本君
木村(光)君 木村(泰)君 杉原君 山口君 大橋君
進化の話しをスライドを使い

次回例会プログラム 10月2日

10月9日プログラム
「ガバナーアドレス」

「私の仕事・人生とロータリー」：藤居富造君

国際ロータリー第2650地区

プログラム委員会担当

ガバナー

河本

英典氏

プログラム委員会担当

例会出席報告-----------------------------------------------------------------------------------9月18日

会員数：69人(出席免除会員

当日出席：55人

メーキャップ：1人

16人)

出席率94.82％

9月4日

会員数：69人(出席免除会員

当日出席：53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100％

