
 

 

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 

 「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 
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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 

      幸せを生む装置：田中寿信君 

          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 

＊＊メークアップ情報＊＊ 

＊＊＊お祝い＊＊＊ 

☆6月10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 

☆6月28日(金) 東近江RC 

場所：八日市商工会議所内  

    12:00～12:30 

会員誕生日お祝い 

北川泰史君   S31年6月 1日 

浅野浩司君    S42年6月 2日 

法村堅仁君   S30年6月 4日 

池田定夫君   S24年6月17日 

渡邊長康君   S17年6月25日 

入会記念日お祝い 

大橋和夫君   S61年6月10日 27年 

北川廣策君   H 2年6月19日 23年   

矩 照幸君   H11年6月15日 14年 

山口幸次郎君 H24年6月19日  1年 

結婚記念日お祝い 

ご夫人誕生日お祝い 

泉 藤博君 S60年6月 2日 

大菅良治君 

  ご夫人 文子さん   6月 2日 

松本 隆君 

  ご夫人 幸子さん   6月 5日 

大橋和夫君 

  ご夫人 千恵子さん 6月 8日 

山脇秀介君 

  ご夫人 亜希子さん 6月10日 

皆出席お祝い(5月度） 

西澤清正君   連続９回 

櫻本武志君     ５回 

王本智久君   連続２回 

三木愛雄君     １回 



 

 

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

 ５月28日  会員数：69人 (出席免除会員  14人)    5月14日 会員数：69人 (出席免除会員 14人) 

当日出席：48人 メーキャップ： 4人 出席率86.67％  当日出席：64人  メーキャップ：2人  出席率100％  

次回例会プログラム ６月１１日 

   新入会員スピーチ：田村芳宏君 

       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 

６月１８日プログラム 

         理事挨拶 

       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 

     ＊＊前回例会報告＊＊ 

◇ゴルフ例会お世話になります…廣瀬君 

◇高尾支配人様本日はお世話になります…村上君 

◇移動例会お世話になります。高尾支配人卓話よろしくお 

 願いします…高木君 

◇職場訪問例会親睦さんお世話様です。ゴルフハーフだけ   

 でお許しを…宮川君 

◇前半僕にしては良いスコアでした。創立創業記念自祝… 

 田中君 

◇彦根カントリー様、職業奉仕委員会の方々お世話になり 

 ます…杉原君 

◇彦根カントリー様お世話になります…山脇君・田村君 

◇①職場訪問例会、親睦・職業奉仕さんお世話になります 

 ②西山さんご本ありがとうございます…児島君 

◇移動例会お世話になります。親睦さん御苦労様です… 

 松宮君 

◇移動例会お世話になります。創立創業記念自祝…一圓君・ 

 法村君 

◇職場訪問例会お世話になります…奥山君・野村(郁)君・ 

 櫻本君・北川(十)君・青山(憲)君・木村(泰)君・馬庭君・ 

 北川(廣)君・所君・西山君・北澤君・藤本君・宮嶋君・  

 樋口君・上田君・木村(光)君・平居君・後藤君・大塚君 

 大菅君・北川(泰)君・池田(定)君・橋川君・泉君・森野君 

 今村君・山口君・黒田君・滝君 

◇移動例会お世話になります。妻の手術無事成功いたしまし 

 た。ご心配いただいた方々ありがとうございました… 

 西村君 

◇移動例会お世話になります。ＳＡＡのお許しを得てお先に 

 失礼致します…鳥越君 

 

 

＊＊県下RC合同親睦チャリティゴルフ大会＊＊ 

 第1691回例会は、彦根カントリー倶楽部にて職

場訪問例会が行われました。 

 例会タイムでは、彦根カントリー倶楽部 支配

人 高尾栄一氏に「ゴルフ業界の現状と今後」に

ついて卓話をしていただきました。日本国内のゴ

ルフ場数は約2,413ース、利用者数は年間あたり

84,327,000名で、１ゴルフ場当たり平均34,947名

が入場されています。彦根カントリー倶楽部は皆

様のおかげで平均の入場者数を超えていますと説

明されました。 

 今ゴルフ場は2015年問題といわれる問題を抱え

ているそうです。団塊世代の方々が高齢化になってゴルフ人

口が減ってきている、2015年には国内で182コースが余剰・整

理・淘汰され、2030年には408コースが淘汰されると予測され

ているそうです。また、民事再生により運営をしているゴル

フ場が増え、客単価においても年々下がっ

てきているのが現状だそうです。そんな

中、彦根カントリー倶楽部はシニア層の来

場促進・レディス対策・メンバー様の優位

差別化・ゴルフカレッジ開校等様々な取り

組みを行ない入場者が減らない様努力され

るそうです。彦根カントリー倶楽部様頑張ってください。 

ゴルフの成績は、王本智久君がグロス73とすばらしいスコ

アで優勝されました。以下、おもな順位、成績は以下の通り

です。 

 優勝   王本智久君 G  73  N 71.8   

 準優勝  池田定男君 G  89  N 73.4 

  3位     泉 藤博君 G  94  N 73.6 

  4位    児島裕明君 G  89  N 75.8 

  5位   山脇秀介君 G 101  N 75.8 

ニコニコ箱    計72,000円 総計3,274,000円                     

 さる5月29日(水)、蒲生ゴルフ倶楽部にて滋賀県下RC

合同親睦チャリティゴルフ大会が県下12クラブの参加

のもと開催され、当クラブから泉君、後藤君、山脇

君、村上君の4名が参加しました。結果は、泉君が見

事に準優勝されました。 

＊＊＊ロータリーの友必見処＊＊＊ 

Ｐ5  特集 ロータリー親睦活動月間 
 RI理事会によって承認されたロータリー親睦活動グ

ループの切手収集、囲碁等の活動について紹介されて

います。 

 

Ｐ17 未来のロータリーのために 

     ～2013年規定審議会リポート 
 RIの立法機関である規定審議会が開催された模様が

紹介されており、35周年記念事業にお越し頂いた松宮

理事の写真が掲載されています。 

 

Ｐ28 地区大会略報 
 さる4月13～14日に開催された第2650地区の地区大

会の様子が簡単に紹介されています。 


