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米山奨学生のご紹介
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ソングリーダー：◎北川泰史

本日のプログラム

大菅良治

本年度米山奨学生
本日の例会はま
馬 力文さんは中国
ず本年度の米山奨
湖 南 省 出 身 で、現 在
学生、馬力文さん
は聖泉大学人間科学
より自己紹介があ
部人間キャリア創造
りました。馬さん
学科で学ばれています。留学生学友
は聖泉大学の4回生 会の副会長を務められたり、多数の
で中国湖南省の出
資格を取得されたりと活動的、積極
身とのことでした。中国の故事「人 的で前途有望な学生さんです。
間万事塞翁が馬」という中国と自身
の名前になぞらえての諺を使った自 ＊＊ソロプチミスト彦根
己紹介が印象的でした。
チャリティコンペ＊＊
次に藤本邦宏理事
より、来週の35周
去る5月3日、彦根カントリー倶
年記念式典の式次第
について、当日の流 楽部において、国際ソロプチミス
れや役割分担、注意 ト 彦 根 主 催 に よ る 第 14 回 チ ャ リ
点等の説明をいただ ティコンペが開催されました。当
クラブからはゴルフ同好会のコン
きました。来週に
ペとしてメンバーが14名参加しま
迫っていると言うこともあり、質疑
した。当クラブの優勝は清水修三
応答に熱が入っており、改めて重要
君でした。以下上位は下記の通り
なイベントであることを再認識出来
です。
る説明でした。その後、各役割のグ
優 勝
清水修三 君
ループに分かれ、当日の詳細な確認
準優勝
渡邉 孝 君
を行いました。当日に間違いが起こ
３
位
王本智久 君
らないよう皆さん真剣な表情で打ち
４
位
宮川孝昭 君
合わせをされていました。
５ 位
大塚恵昭 君
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

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

＊＊特別寄稿 「創立当時の思い出をたぐって」
10年ひと昔と言われ、更に最近のＩ
Ｔの進歩を見たとき10年どころか1年で
ひと昔との思いもする昨今、35年の歳
月は本当に長く正に―「むかし、昔。
その昔」―の感であります。
私も既に84歳 元気でこの35周年を
迎えられることは夢のような思いでも
あります。
私がロータリークラブにご縁を頂いたのは、ボーイスカウ
ト彦根第1隊の隊長のとき、彦根ＲＣのお招きで「スカウト
教育について」の卓話をさせて頂きました。ＪＣ卒業以来入
会のお誘いを頂いておりましたが、諸事情もあってお断り致
しておりました。
古くからお取引でご愛顧頂いておりました夏原平次郎大先
輩から新クラブ設立に対しての入会のお誘いをいただき事情
を申してお断り致しておりましたが、チャーターメンバーの
価値と意義を順々と説かれ入会を決断致しました次第です。
夏原初代会長のお蔭で素晴らしいロータリー人生のスタート
をチャーターメンバーとして切らして頂いたことに今も深い
感謝とご恩を感じております。
中国の諺に「井戸の水を飲むときは、その井戸を掘った
人の苦労を忘れるな」とありますが、当時の様子をおぼろげ
な記憶をもとに手繰ってみたいと思います。彦根ロータリー
クラブ創立25周年事業の一つとして新クラブ誕生の要請によ
り、夏原・山岸・藤居氏ほか彦根クラブより移籍の面々が昼
夜を分かたず新クラブの構想を練り纏めて発足に漕ぎ付けら
れました。その苦労は大変なものだったと聞き及んでいま
す。

ニコニコ箱

４，みんなのためになるかどうか

チャーターメンバー

野村

善一＊＊

メンバーの人選、認証状伝達式の場所、日時等と難
問が山積みの状態で、夏原大先達の偉大な統率力・判断
力がなければ到底、わが南クラブは陽の目は見なかった
ものと思います。
5月22日に設立総会、6月26日に認証状伝達式と僅か1か月
にて式典を迎えることになりました。その間、適当な式典
会場が見当たらない中、夏原初代会長の大英断により急遽
ボウリング場「彦根エースレーン」の買収、更に改造と進
められ当日は立派に装いを凝らして完成、式典が挙行でき
ました。
式典はボーイスカウトが掲げる国旗、ロータリー旗を先
頭に、認証状が大きな拍手に包まれて入場。滋賀・大津ク
ラブ選出の山口善造ガバナーより夏原会長に手渡されまし
た。あの感激は今も強く印象に残っております。
式典後続いてのアトラクションの責任者の任にいた私
は、慣れぬ仕事に粗相が無いかと緊張に緊張。山口ガバ
ナー夫妻の特別出演の「長唄 鶴亀、仕舞」伊丹自衛隊音
楽部の演奏。売れっ子の「夢路いとし・喜味こいし」の掛
け合い。続いて参加各クラブ代表の名人芸競演会と和気
藹々のうちに過ぎて最後は南クラブ全員で「四季の歌」大
合唱で総てが締めくくられました。
無事すべてが終了したときに我を忘れて青木幹事に万歳
と叫んで抱き合いましたことが・・
以来35年。当該年度の会長を先頭に全員が一丸となって
クラブの発展に努力を重ねてきた決果が今日の素晴らしい
南ロータリークラブの姿であります。
改めて大きな誇り、そして感謝の心を以てこの記念の
日を送りたいものと痛感致している次第です。

計174,000円 総計2,887,000円

◇誕生日自祝 写真をいただいて 馬力文さんようこそ彦根
南RCへ…廣瀬君
◇古例大祭では皆様お世話になりました。写真を頂いて…
一圓君
◇米山奨学生に馬さんをお迎えして。写真ありがとうござい
ます…高木君
◇米山奨学生 馬力文君をおむかえして 一年間よろしく
お願いします…渡邉(孝)君
◇皆出席自祝 馬さんようこそ彦根南RCへ 西山歌集をいた
だいて…川端君
◇本日35周年式典の運営説明をさせていただきます。よろし
くお願いします…藤本君
◇入会記念日自祝 写真ありがとうございます…奥山君
◇西山さん歌集をいただきありがとうございます…所君
◇誕生日自祝…児島君・馬庭君・田中君・大菅君
◇入会記念日自祝・結婚記念日自祝…清水君

◇入会35年のお祝を頂き有難うございます…藤居君

◇入会記念日自祝…野村(善)君・棚橋君・池田(良)君・

◇誕生祝ありがとうございます…滝君

王本君・山脇君・三木君

◇階出席自祝…松本君・平居君・今村君
◇結婚記念日自祝…宮川君・鳥越君
◇写真をありがとうございます…菊川君・法村君・大塚君
門野君・村上君・橋川君・櫻本君・木村君
◇結婚記念日自祝

（24年間の家内の辛抱に感謝して）

家内の誕生日を祝っていただいて。ちなみにプレゼント
は「現金」がいいそうです…宮嶋君
◇妻の誕生日を祝って頂いてありがとうございます。
SAAのお許しを頂いてお先に失礼します…西村君
◇入会記念日

妻の誕生日を祝っていただきましてありが

とうございます…浅野君
◇妻の誕生日を祝っていただいて…法村君
◇公務のためお先に失礼します…野村(郁)君

次回例会プログラム ５月２１日
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

５月２８日プログラム
職場訪問例会：彦根カントリー倶楽部
職業奉仕委員会担当

例会出席報告-----------------------------------------------------------------------------------５月７日

会員数：69人

(出席免除会員

14人)

当日出席：57人 メーキャップ： 1人 出席率92.06％

4月23日

会員数：69人

当日出席：55人

(出席免除会員

14人)

メーキャップ：8人 出席率100％

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

