
彦根南ロータリークラブ                                 

◇認 証  1978年6月15日                    ◇事務局    〒522-0043 滋賀県彦根市小泉町160-4  

◇例会日  毎週火曜日 12:30～13:30                 TEL:0749-23-2102   FAX:0749-23-2108 

◇例会場  ビバシティーホール               ■ＵＲＬ    http://hikoneminami-rc.com 

       TEL:0749-27-5170               ■E-MAIL    minamirc@oregano.ocn.ne.jp 

  プログラム 

 開会点鐘（12:30） 

  ロータリーソング 

 「それでこそロータリー」 

  会長の時間 

 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（13：00） 

整備 

（13：10～15：30） 

2012年10月14日  NO.15  第1661回例会 
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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 

荒神山整備例会 

社会奉仕委員会担当  

【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 黒田一臣  

＊＊＊お知らせ＊＊＊ 

県下RC合同親睦チャリティーゴルフ大会 

 10月 11日大津唐

橋 RC の ホ ス ト に

て、県下20クラブ

89名が参加して栗

東市ジャパンエー

スGCにおいて、秋晴れの中我がクラブよ

り池田(定)君、後藤君、泉君、山口君の4

が参加し2組に分かれ、八日市南クラブの

方とメンバーを組み大いに親睦を図って

まいりました。成績はよくありませんで

したが山口君がニアピン賞を取りまし

た。八日市南クラブより我がクラブのゴ

ルフ同好会の皆様との合同コンペのお誘

いをいただきました。 

月見例会開催のご案内 

今年も恒例の月見例会を開催します。 

日時 平成24年10月30日(火) 

        受付  17：30 

     例会  18：00 

     懇親会 18：30 

場所  料亭旅館 やす井  

     彦根市安清町13-26 
      0749-22-4670 

アトラクション 

     よし笛とギターのセッション 

     利き酒・利きウーロン茶 

    （豪華賞品用意しています。） 

＊送迎バスは下記の通りです。 

Aコース 
 愛知川UCC前 16：20→青山設計前 16：25 
→国道野口前 16：35→滋賀中信高宮 16：45 

Bコース 
 平和堂本部前 16：55→彦根びわこﾎﾃﾙ前 
 17：05→木村水産 17：15 
  
 

☆10月25日(木)  栗東RC 

 場所: 草津エストピアホテル 

      12:00～12:30 

☆10月25日(木）  彦根RC 

 場所: 彦根ビューホテル 

      12:00～12:30 

新世代育成シンポジウムのご案内 

 新世代育成基金特別委員会主催の「新

世代育成シンポジウム」が下記の要領で

開催されます。関心のあるロータリアン

はどなたでもご参加して頂けます。ご希

望の方は事務局までご連絡をお願いしま

す。申し込み期限は10月25日(木）です。 

        記 

日 時 2012年11月10日(土) 14:00～16:00 

場 所 立命館大学 朱雀キャンパス 

   京都市中京区西ノ京朱雀町1番地 

講 師  池 太郎氏 

   (海上自衛隊幹部候補生学校 

         “江田島”学校長) 

演 題 「若者を育てる 

     ～江田島での教育を通じて」 

＊参加費不要です。 

＊＊＊メークアップ情報＊＊＊ 



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

 10月9日  会員数：69人(出席免除会員  16人)     9月25日 会員数：69人(出席免除会員 16人) 

当日出席：60人 メーキャップ：1人 出席率100.0％ 当日出席：49人 メーキャップ：9人 出席率95.02％  

次回例会プログラム 10月23日 

  「米山月間にちなんで」 

ﾏｸﾞﾜﾝ・ﾆｬﾑﾄﾔさん(米山奨学生) 

米山奨学委員会担当 

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149,000円 総計939,000円                     

10月30日プログラム 

「月見例会」18：00～ 

親睦委員会担当 

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 

◇自祝･･･河本君・松波君・井上君・西澤君 

◇お世話になります･･･堤君（彦根RC） 

◇河本英典ガバナー ようこそ彦根南RCへ。結婚記念日自 

 祝･･･廣瀬君 

◇河本ガバナー松波ガバナー補佐 井上地区幹事長 西澤会 

 員増強・拡大担当副大臣 公式訪問よろしくお願いしま 

 す･･･髙木君 

◇結婚記念日自祝 河本ガバナー並に地区役員様をお迎えし 

 て･･･奥山君 

◇河本ガバナーをお迎えして！結婚記念日を祝って頂いて 

 ･･･松宮君 

◇河本ガバナーをお迎えして。結婚記念日自祝･･･杉本君 

◇河本ガバナーをお迎えして。妻の誕生自祝･･･渡邉(孝)君 

◇河本ガバナーをお迎えして。妻の誕生日を祝って下さっ 

 て･･･木村(光)君 

◇河本ガバナーをお迎えして。入会記念日自祝･･･宮川君 

◇ガバナーをお迎えして。入会記念日自祝･･･青山(憲)君 

◇河本ガバナー公式訪問を歓迎します。妻の誕生日祝って頂 

 きありがとうございます･･･大塚君 

◇①河本ガバナーようこそ彦根南ロータリーへ②入会記念日 

 21年今後も皆様お世話になります･･･児島君 

◇ガバナーをお迎えして 家内の誕生日自祝･･･池田(良)君 

◇結婚記念日自祝。河本ガバナーをお迎えして･･･川端君 

◇河本ガバナーをお迎えして。安田先生、国体おつかれ様で 

 した･･･杉原君 

◇河本ガバナーをお迎えして･･･野村(善)君・池田(定)君 

 馬庭君・松本君・棚橋君・村上君・藤居君・泉君 

 安田君・山岸君・櫻本君・北澤君・一圓君・西山君 

 青山(茂)君・渡邊(長)君・梅田君・北川(十)君・橋川君 

 黒田君・浅野君・木村(泰)君・後藤君・西村君・大橋君 

 宮嶋君・樋口君・法村君・山脇君・大菅君・平居君 

 三木君・鳥越君・山口君・梅本君・森野君・野村(郁)君 

＊＊＊御来客＊＊＊ 

＊＊＊例会報告＊＊＊ 

河本英典氏(RI第2650地区ガバナー) 

松波征文氏(RI第2650地区ガバナー補佐） 

井上和正氏(RI第2650地区幹事長） 

西澤光平氏(RI第2650地区会員増強・拡大担当副幹事） 

堤秀記君(彦根RC） 

＊＊＊＊ 

■例会  
 ガバナー公式訪問ということで出席率100％で

例会がスタートしました。ガバナーア

ドレスとして大津RCの河本英典ガバ

ナーよりお話頂きました。彦根南RC

は例会曜日が同じなので初めて訪

問ということですが、選挙時代に年

賀会をビバシティホールで行ったと

いう思い出をお話されていました。今回の公式訪問は67

目、52回目のアドレスで、今年度は合同公式訪問を多数行っている

とのことです。RCとは奉仕と寄付の団体であるということを皆様に改

めてお伝えしたいと仰ってました。第2650地区スローガンはBridge 

the Gapsで河本氏のお父上が聞かれた過去のRI会長のテーマを頂

いたというお話がありました。地区とクラブや年代間のギャップを埋め

たいという理念の元、定められたということです。また、ガバナーとして

ＲＩ目線ではなくクラブ目線で活性化のお手伝いをしたいということで

した。戦略計画もいいのですが、そもそも20人を切るとク

ラブの増強や活性化は難しく、根本はクラブ増強であると

のお考えで、小さなクラブはタブーとされてきた合併も視

野に入れて考えるべきであるとのことでした。やめる人も

いるが残っている人が多いので見えない隠された魅力が

沢山ある会であると思っており、地区ずれが無い私がで

きることがあると思いますので今後ともご指導いただければとの事で

した。最後のお願いとして東日本大震災の復興支援として親を亡くし

た子供たちの支援「希望の風奨学金」についてクラブのご協力を頂き

たいということでガバナーアドレスは笑いに溢れた和やかな雰囲気で

終了しました。  

■クラブ協議会 

 まずはじめに、熱気と活力のあるクラブであるという感想をいただき

ました。野村直前会長から理事、委員長の報告が始まり、昨年度の

活動報告を頂きました。河本ガバナーより

記者会見をした際にロータリーとしての企

業認識があまりされていないという報告があ

りました。記者クラブに対して彦根南はどの

様なお付き合いをしてい

るのかと言う質問や、記者に対しての文章の書き

方のご指導がありました。また幹事長よりホーム

ページについてペーパーレス化に向けての活用

を目指すのであればよいと思うとのお話をいただき

ました。5万7千アクセスしか前年度のガバナー事務所に

しか無いとのことでした。良いホームページとしては奈良

西ＲＣが参考になるとのことでした。また、eクラブについて

のご案内があり、出席率を向上させるための一つの手段

として活用するということも参考までにとお話頂きました。

河本ガバナーより職業奉仕の担当理事か委員長にクラブ

の職業奉仕について卓話をお願いしたいと井上幹事長よりお話し頂

きました。河本ガバナーより講評、せっかく活力のあるクラブですので

地区への積極的な参加を促されてました。他クラブへのメーキャップ

も重要であるとのことでした。よその空気を沢山入れると更によいクラ

ブになるのではないかというお話がありました。最後に奥山エレクトの

挨拶でクラブ協議会が終了しました。 

河本ガバナーとの集合写真 


