
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  
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  プログラム 

開会点鐘 

  ロータリーソング 

 「四つのテスト」 

「我らの生業」 

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4月 9日  NO.39  第1685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 

彦根の歴史と街並みの移り変わり」：彦根市史編さん室 小林隆氏 

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 黒田一臣 

☆4月15日(月) 五個荘・能登川RC 

 場所：アズイン東近江 

      能登川駅前   

    12:00～12:30 
 

☆4月22日(月) 五個荘・能登川RC 

 場所：アズイン東近江 

      能登川駅前   

    12:00～12:30 

創立創業記念日お祝い 

＊＊＊お祝い＊＊＊ 

＊＊メークアップ情報＊＊ 

ご夫人誕生日お祝い 

櫻本武志君 

  ご夫人 敏子さん 4月 12日 

黒田一臣君 

  ご夫人 知子さん 4月 14日 

鳥越清和君 

  ご夫人 久美さん 4月 15日 

大橋和夫君      4月 1日 

所庄五郎君      4月 1日 

清水修三君      4月 1日 

門野 明君      4月 1日 

藤本邦宏君      4月 1日 

杉原祥浩君      4月 1日 

村上正輝君      4月 1日 

黒田一臣君    4月 1日 

滝 次宏君    4月 1日 

馬庭将行君      4月 2日 

野村郁雄君      4月 5日 

奥山二三男君    4月 5日 

宮川孝昭君      4月11日 

西村正司君      4月17日 

大菅良治君      4月20日 

佐藤公彦君      4月27日 

木村泰造君      4月28日 

渡邊長康君      4月30日 



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

 4月 2日  会員数：6８人 (出席免除会員  1４人)    3月 19日 会員数：69人 (出席免除会員 15人) 

当日出席：50人 メーキャップ：４人出席率87.10％   当日出席：５２人 メーキャップ：11人  出席率100％

次回例会プログラム ４月１６日 

新入会員スピーチ：税理士 滝 次宏君  

「税務調査よもやま話」 

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 

４月２３日プログラム 

法要例会  

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 

ニコニコ箱    計65,000円 総計2,430,000円                     

＊ ＊私の大切なもの＊ ＊ 

＊＊＊御来客＊＊＊ 

＊＊例会報告＊＊ 

   

大菅良治 

 今一番大切なのは家族です。30代はＪＣ活

動で毎晩のように「今日は夜ＪＣ」と言って

出かけていましたが、卒業後は家族と共に過

ごす時間が急に増え、家族の絆を40代は深め

ていると勝手に思っています。日々の娘二人

の習い事、学校への送り迎えや、家族揃っての買い物、家族

旅行などごく当たり前の家族行事が今は一番大切だと感じて

います。先日も突然の思い付きで、夕方から北陸山中温泉の

宿を予約し一泊して、翌日昼には彦根に戻ってくる小旅行を

楽しみました。大菅家ではよくあるパターンで、少しの時間

仕事スイッチをオフにできました。 

 自営業はとにかく仕事優先で、家族の絆が希薄になりがち

ですが、家族で過ごす時間は、どんな些細なことでも大切に

していきたいと思っています。きっと妻や娘二人を大切に

思っていれば、自分のこともいつまでも大切にしてくれるだ

ろうという願いを込めながら。 

◇仙石様ようこそ彦根南ＲＣへ…廣瀬君 

◇お陰様で彦根総合高校今年も新入学生205名で又定員を大き  

 くオーバーしました。今後共皆さんの御指導よろしくおねが 

 いします…松本君 

◇昨日、家内が佐藤先生におせわになりありがとうございまし 

 た。又親睦旅行、祭と上京のため勝手します。結婚記念を祝 

 っていただいて…野村(郁)君 

◇家内の誕生日を祝っていただいて ゲストに仙石幸一氏をお  

 迎えして…奥山君 

◇卓話ゲストに仙石幸一氏をお迎えして…高木君 

◇仙石様をお迎えして 卓話よろしく…川端君 

◇誕生日自祝…櫻本君 

 第1684回例会は、ゲストに京都出身、

主に関西で活躍されているラジオＤＪの

仙石幸一氏をお迎えして「ＭＣという仕

事、伝えるという仕事について」という

テーマで卓話をしていただきました。 

 まずは、本題に入る前に、週報の記載

ミスについて、ユーモアを交えながら温

かいフォローを入れていただきました。 

氏は現在、ｂｊリーグ、滋賀レイクスターズのアリーナ

ＭＣ、Ｊリーグ、ガンバ大阪のスタジアムＤＪ、ＦＭ滋賀

のレディオマックスという番組のパーソナリティ、少し変

わったところでは野菜ソムリエなど、実にたくさんの肩書

きをお持ちで、多方面で活躍されています。 

「しゃべる仕事」について、ただ単に１５分喋ってくだ

さい、と言われたら、時間を埋めることなら簡単にでき

る、そこにいかに、リスナーの皆さんに耳に残る情報とし

て提供できるかがポイントだとおっしゃいました。コツは

３分間で３つの話題を入れるように工夫しているとのこと

でした。 

ガンバ大阪における数々のエピソードや、選手との交

流、ＦＭ滋賀での活躍のきっかけなど、裏話的な体験を紹

介されましたが、最後に今の自分があるのは、「自分を試

す」ということをし続けた結果である、自分を試すことが

成長を促す、というご自身の体験からの一言でスピーチを

締められました。 

地区大会に参加される会員へ 
送迎バスの運行について 

下記の通りお知らせいたします 

乗車場所 ４月14日（日）（およその時刻） 

☆１０：４０  彦根商工会議所 

☆１０：４５  木村水産前 

☆１０：５０  パリヤ前 

☆１０：５５  平和堂本部筋向え 

☆１１：００  国道野口町交差点 

☆１１：１０  愛知川ＵＣＣ前 

変更等ございましたら、早急にご連絡下さい。 

◇誕生日を祝っていただいて 仙石さんをおまねきして 

 よろしくお願いします…菊川君 

◇仙石幸一様本日の卓話よろしくお願いします…樋口君 

◇長女が就職、三女が大学進学、嬉しくもあり、寂しくもあり 

 …宮嶋君 

◇家内の誕生日自祝 地域団体商標 彦根仏壇の登録を認めら 

 れました…宮川君 

◇○皆出席5年を祝って頂いて○結婚記念日自祝…大塚君 

◇結婚記念日自祝…門野君・後藤君 

◇入会記念治祝…平居君 

◇SAAのお許しを得てお先に失礼します…清水君・大菅君・ 

 鳥越君・安田君 

仙石幸一氏 

岡田眞智子君（彦根ＲＣ） 


