
 

 

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 

  ロータリーソング 

 「それでこそロータリー」 

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 16日  NO.40  第1686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 

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 

 

【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 

＊＊＊お祝い＊＊＊ 

結婚記念日お祝い 

ご夫人誕生日お祝い 

廣瀬滋夫君 

  ご夫人 千春さん   4月 16日 

法村賢仁君 

  ご夫人 浩子さん   4月 16日 

橋川高治君 

  ご夫人 二実さん   4月 20日 

木村泰造君 

  ご夫人 えり子さん 4月 23日 

浅野浩司君 

  ご夫人 華奈子さん 4月 27日 

高木淳一君 

  ご夫人 広美さん   4月 30日 

清水修三君   S40年4月 16日 

大菅良治君    H10年4月 18日 

馬庭将行君   H 3年4月 21日 

宮嶋誠一郎君    H 1年4月 23日 

一圓億夫君      S45年4月 26日 

佐藤公彦君    S49年4月 26日 

大橋和夫君   S48年4月 29日 

平居慎一君      S60年4月 29日 

安田 勉君      S56年4月 29日 

－《新会員紹介》－ 
タムラ   ヨシヒロ 

田村 芳宏 
 

 

 

 
   

    

   

 

 

 生年月日：S37年10月5日 

 入  会：Ｈ25年4月9日 

 職業分類：機械設計 

   

 【勤務先】 

 サンクス・ＥＧ 株式会社 

 〒522-0053 

 彦根市大藪町2410-5 

  TEL：0749-24-4818 

   FAX：0749-24-4820 

 



 

 

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

 4月 9日  会員数：69人 (出席免除会員  15人)    3月 26日 会員数：69人 (出席免除会員 15人) 

当日出席：52人 メーキャップ： 6人 出席率90.63％  当日出席：47人 メーキャップ：10人  出席率95.00％  

次回例会プログラム ４月２３日 

法要例会    

        親睦委員会担当 

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３０日プログラム 

休  会       

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119,000円 総計2,549,000円                     

＊ ＊親睦旅行開催＊ ＊ 

＊＊＊御来客＊＊＊ 

＊＊例会報告＊＊ 

   

 小林隆氏（彦根市教育委員会市史編纂室室長補佐） 

 坪谷康宏君（近江八幡ＲＣ） 

 抜けるような青空の中、

総勢３１名がバスに乗り込

み、京都に向けて、親睦旅

行に出発しました。 

 最初に、大塚親睦委員長

より挨拶があり、「皆さん

楽しんでください。」の言

葉通り、車中は大いに盛り上がりを見せつつ、目的地である

祇園甲部歌舞練場に到着しました。 

 伝統芸能である、都をどりを鑑賞し、宿泊地のエクシブ八

瀬離宮に到着、宴会も盛り上がり、参加メンバーの親睦も深

まったと思います。 

 翌日は、残念ながら、風雨が酷く、予定にあった花見を断

念し、京都水族館へ。 

 天候に左右されましたが、楽しい親睦旅行でした。 

◇お世話になります…坪谷君(近江八幡ＲＣ） 

◇入会させて頂きます。宜しくお願い致します…田村君 

◇田村さんの入会を祝して。小林様卓話お世話になります。親 

 睦旅行ありがとうございました。写真ありがとうございます 

 …廣瀬君 

◇卓話に彦根市史編さん室 小林隆さんをお迎えして○新入 

 会員田村君の入会を祝って○親睦旅行会長はじめメンバーの 

 皆さんお世話になりありがとうございました…松本君 

◇田村君 入会おめでとうございます。卓話ゲストに小林隆氏 

 をお迎えして。写真ありがとうございます…高木君 

◇妻の誕生日を祝っていただいて 田村さんご入会お目出とう 

 ございます。写真ありがとう御座います。楽しい旅行をさせ 

 ていただきました…櫻本君 

◇彦根市教育委員会の小林さんをお迎えして、新入会員田村様 

 入会を祝って…川端君 

◇創立創業記念日自祝 ゲストに小林隆様をお向えして  

 田村芳宏君の入会を祝して…奥山君 

◇小林隆様をお迎えして 創立創業記念自祝…清水君 

◇卓話ゲストに小林隆様をお迎えして…大橋君 

◇田村さん入会おめでとうございます…田中君 

◇田村君入会おめでとう 親睦旅行欠席ごめんなさい…松宮君 

 本日の卓話は彦根市教育委員会市史編さん室

室長補佐の小林隆さまより、「彦根の歴史と町

並みの移り変わり」という演目でお話いただき

ました。 

 まず彦根古図という江戸時代以前の地図で彦

根のご説明をいただきました。次に江戸時代に

彦根藩として大きな変革があったそうです。 

 そして本題にはいります。明治時代以降のご説明に移りま

す。まず、住民の多くを占めていた士族が職を失ったことによ

り、このままでは彦根は衰退の一途をたどるところでした。そ

こで屋敷を桑畑にし、それを餌にする蚕を養殖し、琵琶湖岸に

製糸工場を建設するなど、彦根はものづくりの街として大きく

変革を遂げます。また、人づくりの街としても施策がとられ、

彦根学校、金亀学校、淡海女学校を開校し、教育の街としても

変革していきます。更に長曽根桟橋と彦根駅を建設することで

陸と湖の交通窓口を作り、遂に彦根の人口減少は止まります。 

 大正時代から昭和時代前期にかけて、市内で洋風建築が盛ん

に行われ、当時は珍しい鉄筋コンクリートの銀行、町立図書

館、公立病院、百貨店など次々に近代的な建物が建てられてい

きました。昭和時代中期以降には駅の建て替えや道路、歩道の

整備など町の姿が大きく近代化されていきました。更に近年に

は夢京橋キャッスルロードや花しょうぶ通りなど城下町として

の伝統を活かしたまちづくりが進められ、彦根は時代とともに

伝統を残した街として発展を続けているとのことでした。 

◇田村君の入会を祝して 創立創業自祝…馬庭君 

◇田村芳宏さん 入会おめでとうございます…泉君 

◇田村さん入会おめでとう 親睦旅行の写真をありがとうご 

 ざいます…大塚君 

◇創立創業自祝 新入会員田村君をお迎えして…杉原君 

◇創立創業記念日を祝っていただいてありがとうございます 

 今の仕事を始めて45年やっと社長を甥と交替する事が出来 

 ました。田村君入会おめでとうございます…所君 

◇○創立創業自祝○写真ありがとうございます…藤本君 

◇親睦旅行皆さんごくろう様でした 写真ありがとうございま 

 す。皆出席6年記念品ありがとうございます…菊川君 

◇誕生日自祝 創立創業記念自祝 写真ありがとうございま 

 した。楽しい親睦旅行ありがとうございました…村上君 

◇創立創業記念日自祝 SAAのお許しを得てお先に失礼します 

  …大菅君 

◇自祝創立創業記念 妻の誕生日を祝って頂いて…黒田君 

◇創立創業記念自祝…野村(郁)君・宮川君・門野君・西村君 

 渡邊(長)君・滝君 

◇親睦旅行お世話になりました。写真をありがとうございま 

 した…酒井君・北澤君・法村君・上田君・後藤君・平居君 

 北川(泰)君 


