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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5月 7日  NO.42  第1688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 

３５周年式典の運営説明 

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 

結婚記念日お祝い 

会員誕生日お祝い 入会記念日お祝い 
＊＊＊お祝い＊＊＊ 

藤居富造君     S53年5月22日 35年 

北川十明次朗君 S53年5月22日 35年 

野村善一君     S53年5月22日 35年 

大照 敏君     S53年5月22日 35年 

棚橋博司君     S53年5月22日 35年 

山岸長兵衛君   S53年5月22日 35年 

清水修三君     S54年5月 1日 34年 

池田 良君     H 1年5月23日 24年   

奥山二三男君   H 6年5月24日 19年 

王本智久君     H23年5月24日  2年 

山脇秀介君     H23年5月31日  2年 

三木愛雄君     H24年5月22日  1年 

梅本正和君     H24年5月22日  1年 

大照 敏君   T 2年5月12日 

青山憲三君    S17年5月10日 

児島裕明君   S29年5月12日 

廣瀬滋夫君   S21年5月 5日 

田中寿信君   S36年5月24日 

馬庭将行君   S37年5月16日 

大菅良治君   S42年5月12日 

ご夫人誕生日お祝い 

矩 照幸君 

  ご夫人 紀子さん   5月 16日 

宮嶋誠一郎君 

  ご夫人 真由美さん 5月 13日 

菊川太嗣君 

  ご夫人 祐紀子さん 5月  5日 

西村正司君 

  ご夫人 弘美さん   5月 1日 

滝 次宏君 

  ご夫人 智美さん   5月 5日 

宮川孝昭君 S44年5月 7日 

鳥越清和君 H13年5月 5日 

皆出席お祝い 

川端芳孝君    8回 

松本 隆君   11回 

平居慎一君    1回 

今村英二君    1回 



 

 

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

 4月 23日  会員数：69人 (出席免除会員  14人)    4月 9日 会員数：69人 (出席免除会員 14人) 

当日出席：55人 メーキャップ： 1人 出席率96.82％  当日出席：52人 メーキャップ：2人  出席率90.63％  

次回例会プログラム ５月１４日 

       ３５周年記念式典 

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 

５月２１日プログラム 
環境ビジネス最前線：（株）セブンワンツリーズ社長 八木孝行氏 

         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 

＊＊新旧合同クラブ協議会＊＊ 

ニコニコ箱    計98,000円 総計2,713,000円                     

 さる4月23日、おだやかな晴天のもと、由緒ある多賀大社

古例大祭がおこなわれ、当クラブ一圓億夫君が、見事馬頭人

の大任を果たされました。堂々とした馬頭人ぶりに周りから

賞賛の声が上がっていました。また、当クラブからも馬頭人

付として多数のメンバーが参加しました。 

 第1687回例会は、元彦根南ロータリーメン

バーで、志半ばで他界されました名誉会員故夏

原平次郎様、故若林晋作様、故安澤賢次様3人

を偲び、法要例会が行われました。開催された

場所は、彦根市八坂町の善敬寺です。(彦根南

ロータリーメンバーの善敬寺22代目大照敏君は

現在休養中です) 

ゲストとして若林晋作様の御子息でおられる若林伸享様

をお迎えしました。 

善敬寺の御住職が御経を唱えられたあと、若林伸享様が

御焼香をされ続いて会長、理事が御焼香をされました。 

出席されたロータリーメンバーたちも故人を偲んで御経

を唱えていました。 

夏原平次郎様、若林晋作様、安澤賢次様には改めてご冥

福をお祈りします。 

＊多賀大社古例大祭＊ 

 さる4月23日18時より、伊勢

幾にて2012-2013年度および

2013-2014年度役員の引継等

を行うクラブ協議会が行われ

ました。 

 2013-2014年度新役員がまず集合し、会長予定者奥

山君の施政方針が発表され、事業運営方針が話し合わ

れました。 

 その後、2012-2013年度役

員が参加し、各担当に分か

れて引継事項等について協

議しました。 

 協議終了後、懇親会が始

まり、過ぎ去ろうとする年度の思い出や新しい年度の

事業構想を肴に和気藹々と酒宴がすすみました。 

＊＊前回例会報告＊＊ 

◇法要例会お世話になります…廣瀬君 

◇今日の南ﾛｰﾀリーがあるのも先人のお陰 感謝感謝です  

 合掌…一圓君 

◇法要例会お世話になります。今夜のクラブフォーラムよ 

 ろしくお願い致します…奥山君 

◇大先輩の物故会員の皆様のご冥福をお祈りし、法要例会 

 おせわになります…野村(郁)君 

◇法要例会お世話になります。長い間の欠席をおわびしま 

 す…梅田君 

◇移動例会・善敬寺様お世話になります…宮川君 

◇法要例会お世話になります。ドイツ見本市発出展のため 

 地区大会例会失礼致しました…宮嶋君 

◇法要例会にご出席頂いてありがとうございます…大塚君 

◇法要例会お世話になります…高木君・櫻本君・菊川君 

 藤本君・杉本君・北澤君・野村(善)君・北川(十)君 

 池田(良)君・棚橋君・青山(茂)君・清水君・大橋君 

 木村君・酒井君・松宮君・児島君・北川(廣)君・所君 

 西山君・法村君・後藤君・渡邊(長)君・村上君・ 

 鳥越君・上田君・平居君・杉原君・西村君・ 

 池田(定)君・渡邉(孝)君・大菅君・北川(泰)君・ 

 山脇君・浅野君・王本君・山口君・梅本君・三木君・       

 黒田君・滝君・田村君 

◇法要例会 合掌…森野君 

◇親睦委員の皆様お世話になります…樋口君  

◇父の葬儀につきまして皆様方には大変お世話になり誠 

 にありがとうございました…泉君 


