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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 

「私の仕事・人生とロータリー」：藤居富造君 

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  

Ｐ5 特集 職業奉仕月間 
 ロータリーの理念面での基盤を作り

上げたアーサー･Ｆ･シェルドンの事績

が紹介されています。 

 

Ｐ11～ 特集 米山月間 
 5月6～9日にタイ、バンコクで開催

された国際ロータリー年次大会で米山

奨学会が初めて展示ブースを出展した

様子が記載されています。 

 
Ｐ22 リスボン発見 
 2013年6月23～26日に行われる国際

大会の開催地、ポルトガルの首都リス

ボンの歴史、文化、町並み等が紹介さ

ています。  

＊ロータリーの友必見処＊ 

☆すでにご案内の通り10月16日(火)の 

 例会を10月14日(日)に変更し、荒神山 

 での整備例会を以下の通り開催致し 

 ます。 

  ① 9:30～ 整備 ②12:00～ 昼食 

  ③12:30～ 例会 ④13:10～ 整備 

・昼食は12時より準備しております。 

・軽作業の出来る服装でお越し下さ 

 い。 

＊＊＊お知らせ＊＊＊＊ ＊＊＊お祝い＊＊＊＊＊＊ 

＊＊＊理事会報告＊＊＊＊ 

創立創業記念日お祝い 

会員誕生日お祝い 

野村郁雄君  S19年10月 1日 

山口幸次郎君 S51年10月11日 

西澤清正君  S21年10月14日 

今村英二君  S57年10月 1日 

北川廣策君 S35年10月 6日 

梅本正和君 S60年10月 6日 

結婚記念日お祝い 

山岸長兵衞君   10月 1日 

大塚恵昭君     10月 3日 

藤居富造君     10月20日 

松宮 一君      10月28日 

入会記念日お祝い 

青山憲三君 S56年10月 6日 31年 

一圓億夫君 S56年10月 6日 31年 

宮川孝昭君 S56年10月 6日 31年 

児島裕明君 H 3年10月11日 21年 

田中寿信君 H11年10月 5日 13年 

今村英二君 H23年10月 4日 1年 



 BEAUJOLYS NOVEAU ボジョレーヌーヴォーボ2012 

                     児島裕明 

 今年度・第２弾！ 11.14(Wed) 前日に楽しむ会のご

案内です。 

 ボジョレーぶどう畑の様子は、いよいよ収穫が始まり

ました。色はしっかり濃く、糖度も高く、ヴィンテージ

の品質の良さに胸をなでおろしています。少ない収穫量

でも、品質は期待の出来る2012年のワインです！ 

 下記の要領で開催します。 

           記 

１．日時  平成24年11月14日（水） 午後6時30分～ 

２．場所  旬彩・日本料理 あびこ家（阿琵湖家） 

〒529-1234 

愛知郡愛荘町安孫子369-4 

 TEL 0749-39-2016  

３．会費  7,000円（予定会費） 

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

 9月25日  会員数：69人(出席免除会員  16人)     9月11日 会員数：69人(出席免除会員 16人) 

当日出席：49人 メーキャップ：4人 出席率86.98％ 当日出席：44人 メーキャップ：16人 出席率96.77％  

次回例会プログラム 10月9日 
 「ガバナーアドレス」 

国際ロータリー第2650地区 ガバナー 河本 英典氏 
プログラム委員会担当 

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51,000円 総計701,000円                     

10月14日プログラム 

「荒神山整備例会」 

社会奉仕委員会担当 

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 

◇お世話になります…那須君（彦根ＲＣ） 

◇皆出席自祝…廣瀬君 

◇皆出席5年を祝っていただいて…渡邉(長)君 

◇聖泉大学 方先生をお迎えして…北澤君 

◇ポールハリスフェローをいただいて。方蘇春様、 

 卓話ありがとう御座居ます…櫻本君 

◇なんと、10年ぶりの皆出席です！理事会をフルに 

 活用し、達成しました。お先に失礼します。マルチ 

 プルハリスフェローを頂いて…田中君 

◇ポールハリスフェローをいただいて…藤本君 

◇方蘇春様をお迎えして…北澤君 

◇22年皆出席を祝っていただいて！…松宮君 

◇自祝6回目皆出席 …法村君 

◇家内誕生日自祝…北川(十)君 

◇妻の誕生日を祝っていただきありがとうございま 

 す…森野君 

◇お先に失礼します…木村君 

◇早退します…佐藤君 

 

＊＊＊御来客＊＊＊ 

＊＊＊旨いもん楽しむ同好会＊＊＊ 

方 蘇春氏(聖泉大学人間学部教授) 

那須 賢司君（彦根RC）  

＊＊前回例会報告＊＊ 

 第1658回例会は、卓話ゲストに聖泉大

学人間学部教授、方蘇春氏をお迎えして 

「中国の自動車事情」という題で、現在

そして今後の自動車の普及について講演

していただきました。 

 現在、中国の自動車製造・販売台数は

世界一となっています。2011年現在では

約１億台の車を保有しています。しかしまだ人口当た

りの車保有台数は少なく今後も自動車の製造、販売台

数は増えていくと考えられます。 

 中国では現在、100以上の自動車メーカーと2000以上

の自動車部品メーカーがあるといわれています。自動

車メーカートップ１０の生産、販売台数は全体の約８

割を超えており規模の小さなメーカーの多くは今後淘

汰されていくと思われます。 

 まとめとして、今年の販売台数は2000万台になる可

能性があり、国全体の車購入意欲は高く、今後も生産

販売台数は増えていくが、インフラの整備は遅れ気味

になっている。エネルギー消費や排ガスの削減が必要

となっていくため、今後次世代車など低燃費車の普及

が求められていくでしょう。とお話しされ、中国の現

在、そして今後も自動車業界の拡大していく模様を

語っていただきました。 

＊＊夏原平次郎杯 精鋭部隊参加！＊＊ 

                   児島裕明                              

 彦根南ロータリークラブ初代

会長、“夏原平次郎を偲ぶ会”

が一周忌の昨年開催された時

に、遺族代表の夏原平和氏から

偲ぶ会の毎年開催を望んでおら

れました。実質の２回目の開催は、彦根カントリー倶楽

部のクラブ事業として９月３０日に開催されました。

（参加者１４１名） 

 我がクラブから精鋭部隊２０名が夏原平次郎さんを偲

ぶ会へ参加頂きました。当日は、強い大型台風１７号が

上陸し、残念ながら１８ホールアウト出来なくなり、９

ホールとなりました。（台風予想の中 我がクラブから

は一人もキャンセルがありませんでした。）雲行き怪し

くなる中 熱戦が開始され、最年長者の野村善一君（ゴ

ルフ同好会会長）も好成績でホールアウトされ、若い会

員の励みになりました。和やかな懇親会が始まり夏原平

次郎さんの思い出話に湧きました。（我がクラブは、酒

井昭蔵君が優勝、山脇君１０位、松宮君１５

位、大塚君２５位と好成績を収めました。） 

 台風の中 本当にご参加頂きました会員の

皆様に感謝申し上げます。 


