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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 

2013年2月 5日  NO.30  第1676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 

  地区副委員長 木下公一君（京都南ＲＣ） 

      国際奉仕委員会担当 

【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 

   ＊ロータリーの友必見処＊ 

☆2月15(金) 大津中央ＲＣ 

 場所：大津プリンスホテル 

      ロビー 

   12：00～12：30 

＊＊＊お祝い＊＊＊ 

ご夫人誕生日お祝い 

結婚記念日お祝い 

所 庄五郎君 

ご夫人啓子さん 2月5日 

野村郁雄君 

ご夫人澄子さん  2月7日 

棚橋博司君 

ご夫人幸子さん  2月8日 

青山茂夫君  S40年2月6日 

児島裕明君  S57年2月7日 

田中寿信君   H2年2月10日 

＊＊＊メークアップ情報＊＊＊ 

会員誕生日お祝い 

鳥越清和君   S48年2月 2日 

上田健一郎君  S37年2月 3日 

酒井昭蔵君   S21年2月12日 

北川廣策君   S14年2月15日 

大橋和夫君   S21年2月16日 

渡邉 孝君   S25年2月23日 

佐藤公彦君   S21年2月24日 

入会記念日お祝い 

松本 隆君  H10年2月 3日15年 

法村賢仁君  H16年2月10日 9年 

杉原祥浩君  H20年2月19日 5年 

池田定夫君  H22年2月 9日 3年 

樋口英彰君  H22年2月 9日 3年 

Ｐ5 特集 世界理解月間 

  世界に目を向ける 
 ２月は世界理解月間です。全国のクラブ

から報告された活動の数々が紹介されてい

ます。 

 

Ｐ○26  ロータリーアットワーク 
 京都府南部地域豪雨災害の被害を受け

た、宇治RC、宇治鳳凰RCの支援要請によ

り第2650地区の地区災害対策基金から支援

を決定、河本ガバナーから宇治市長に手渡

された記事が紹介されています。 



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

 １月29日  会員数：70人 (出席免除会員  16人)    1月15日 会員数：70人 (出席免除会員 16人) 

当日出席：50人 メーキャップ：3人 出席率85.24％  当日出席：51人 メーキャップ：8人  出席率96.72％  

次回例会プログラム ２月１２日 

    シネマ例会「東京家族」鑑賞 

      親睦活動委員会担当 

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 

２月１９日プログラム 

 新入会員スピーチ：山口幸次郎君・黒田一臣君 

       プログラム委員会担当 

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 

    新世代委員会報告        鳥越清和 

 去る1月12日（土）京都平安ホテルにて新世代委員会

の会議が開催されました。 

 内容については、本年度、ライラの日程の件や内容

等の説明でした。また、2部には講演会がありました。

ライラについては第1講が4月14日（日）びわ湖ホール

にて講師にマリールイズ氏その後、コラボしが21にて

説明会が開催されます。また、第2講が5月17日（金）

～5月19日（日）広島の地で開催されます。内容につい

ては、海上自衛隊幹部候補生学校見学、学校長の池太

郎氏の講演、最終日には、金美齢氏の講演会がありま

す。ぜひ、参加していただきたいと思いますのでお願

いします。   

 

ニコニコ箱    計23,000円 総計1,952,000円                     

＊＊例会報告＊＊ 

 大きな石はきっと何かを語る。そんな

思いを抱かせる卓話でした。 

 その卓話は、第1674回の例会の中、彦

根市は松原在中の写真家の須田郡司さん

のお話でした。石との出合は琉球大学の

時に、沖縄の聖なる空間「御嶽(ウキ

タ)」と出会い、聖なる場所、聖なる石を

ライフワークとして国内は勿論、全世界を巡られている

そうです。 

 スライドを使いさすがに写真家と

おもわせるアングルでの写真、日本

各地の聖なる石を解りやすく説明し

ていただき、まさしく会場に居なが

ら日本各地の聖なる巨石巡りを味わ

えました。そして中国の黄山や泰

山、そしてエピオピアからヨーロッパ、アメリカ、オー

ストラリアと謎が多い聖なる巨石も紹介して頂きまし

た。 

今後もアクティブに活躍せれる須田さんをご期待申し上

げます。 

 早速、聖なる巨石カレンダーを事務所に飾りました。 

 

◇お世話になります。よろしく…彦根RC那須君 

◇須田様 ようこそ彦根南ロータリークラブへ…廣瀬君 

◇ゲストに須田さんお迎えして…松本君 

◇須田さん本日は卓話ありがとうございます…田中君 

◇昨年多賀町博物館で須田先生のお話をおききし感動し 

 ました。本日卓話よろしくお願い致します…宮嶋君 

◇須田様をお迎えして ポールハリスフェローをいただ 

 いて有難うございます…川端君 

◇妻の誕生日を祝っていただいて…青山(憲)君 

◇結婚記念日自祝…西澤君 

◇ＳＡＡの承諾を得て早退いたします…馬庭君 

◇写真をありがとうございます…梅本君 

＊ ＊わたしの大切なもの＊ ＊ 

＊＊＊御来客＊＊＊ 

田部泰男君（彦根RC） 

            宮嶋誠一郎 

 私 に と っ て 何 よ り も 大 事 な も

の・・・。いろいろ考えたが、やはり家

内をおいて他にない。 

こんな記事を万一見られたら「またあん

た、口先ばっかり！」と怒られるのは目に見えているが、

お調子者で酒飲みで、怠け者の私を戒め、尻を叩いてくれ

るのは、いつも家内である。年がら年中怒られている。お

かげで風邪一つひくわけにいかず、私はいつも健康であ

る。 

「あんたが外に出るのはどれだけ出てくれてもいい。でも

私を引き込むのだけは絶対やめて」と言う。だからロータ

リーにも呼んだことが無い。でも裏を返せば、こんな家内

だからこそ、私は安心してどこへでも飛び回っていられる

のである。 

 写真は結婚前に二人で富士山に登った時のものだが、こ

の時に私はプロポーズし、見事に断られた。しかしなぜか

今、こういうこ

と に な っ て い

る。人生は人そ

れぞれ。 

 こんな僕には

ぴったりの嫁さ

んなのだと自分

に言い聞かせて

いる。 

 
 

 

  


