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彦根ＲＣ会長テーマ 

 「『プラス思考』と『寛容』をクラブ活動に！」 
         彦根ロータリークラブ会長  杉本克実 

第２６５０地区スローガン 

 『クラブに「個性」と「憧れ」を！』 
         第2650地区ガバナー     中澤忠嗣 

国際ロータリー会長 

  Ｋ．Ｒ．“ラビ” ラビンドラン 

 

開会点鐘 

「君が代」斉唱 

ロータリーソング斉唱「奉仕の理想」 

４つのテスト唱和 

ビジター紹介  

謡曲同好会祝謡「鶴亀」 

会食・懇談 

会長の時間  

 「私のちょっといい話」 

 会員のお祝い 

 幹事報告 

 委員会・同好会報告 

 ニコニコ箱報告 

 出席報告 

卓話 

 「年男 新年の抱負」 

閉会点鐘 

今日の食事 

  鴨胸肉と野菜のポートーフ 

  活け鯛のポワレ香草風、ソースクリーム 

  季節のサラダ デザート コーヒー パン 

次回例会案内 

  企業訪問例会 

    １２：３０～   

     於．パナソニック㈱ 彦根工場    

＜ロータリーの友１月号 必見どころ＞ 

縦書き  Ｐ１５ 変わらないために変わり続ける 

      Ｐ２４ 小学生の野外活動支援 

＜１月のスケジュール＞ 

 １／７   定例理事会（１３：５０～事務局） 

       名門ＲＣを訪ねる会新年総会（１８：００～伊勢幾）  

   １１  浦部謡曲教室（１９：００～千代神社） 

   １４  ワインクラブ第１回例会（１８：００～ホテルサンルート彦根） 

   １６  第２回奉仕プロジェクト部門青少年奉仕担当者会議 

                          （１３：００～京都平安ホテル） 

   １９  謡曲同好会お稽古（１９：００～千代神社） 

   ２１  グルメ同好会新年総会（１８：００～華見） 

   ２３  ヴォーリズ学園インターアクトクラブ創立総会 

            （ヴォーリズ学園 ヴォーリズ平和礼拝堂） 

   ２５  浦部謡曲教室（１９：００～千代神社） 

   ３１  地区職業奉仕講演会（１３：００～シルクホール） 

井伊直弼公 生誕２００年にちなんで 
－月次茶器（つきなみちゃき） １月 － 

   

直弼が自ら細かな注文を与え、１２合

揃いであつらえさせた薄茶器（うす

ちゃき）のうちの１つ。千家十職の一家

として知られる塗師（ぬし）中村家８代

宗哲（そうてつ）が制作しました。鎌倉

時代の歌人藤原定家（ふじわらのてい

か）が１２ヶ月の花鳥を詠んだ「詠花鳥

和歌（えいかちょうわか）」にちなんだ

意匠となっており、この茶器は、１月の

歌に登場する竹柳（たけやなぎ）と鶯

（うぐいす）が表現されています。 
                                      （個人蔵）          

 お祝い 

 ◇会員誕生日   片岡哲司君（１月１日） 

             清水克己君（１月５日） 

             大森修太郎君（１月１９日） 

 ◇ご夫人誕生日  西村君ご夫人順子さん（１月２日） 

             谷君ご夫人マスミさん（１月５日） 

 ◇結婚記念日   北村（昌）君ご夫妻（１月４日） 

             田井中（順）君ご夫妻（１月１１日） 

             安居（秀）君ご夫妻（１月１４日） 



 

 

新年のご挨拶 

                         会長 杉本克実 

 新年あけましておめでとうございます。 

メンバーの皆様には健やかに新年をお迎え

になられたことと存じます。 

昨年は皆様のご協力、ご支援をいただき各

種事業をつつがなく遂行できましたことに感

謝しております。 

 ２０１５～２０１６年度の半期を振り返って見ますに、８月

中澤ガバナーの公式訪問に始まり、９月には鳥居本養

護学校での教育機器の贈呈式と記念植樹、観月例会に

は落語家の桂南天さんの出前寄席、高島ＲＣがホストの

第１組のＩＭへの参加、鳥居本養護学校の授業参観を

し、バスにて移動、彦華堂販売のクッキー等の菓子製造

工場「工房ふれっしゅ」を見学。１０月にはサッカー教室

と第４０回記念ロータリー杯少年サッカー大会、１１月に

は地域交流学習会への参加と贈呈式、そして本年度社

会奉仕活動の総括としてパネリスト４名を迎えてのシンポ

ジウム、１２月には年忘れ家族会と無事に終了しました。 

 第２６５０地区中澤ガバナーのスローガンは「クラブに

『個性』と『憧れ』を！」です。柔軟な活き活きしたクラブこ

そ魅力あふれるクラブだと述べておられます。個性に満

ちたクラブに少しでも近づきたく当クラブのスローガンを

「『プラス思考』と『寛容』をクラブ活動に！」とさせていた

だきました。 

 具体的に、地域のニーズにあった奉仕活動の実践とし

て、障害者支援に焦点をおき、ハンディキャップを持ち

ながら前向きに生活している方々の実態と課題を探り、

「教育」と「自立」との両面から支援してきました。 

 また、親しみや充実感のある例会の運営としては、何

かを学ぶという学習効果になればと、地域で活躍してお

られる方々の声を卓話の機会として設けました。そして

会員各自が参加しているという意識をもってもらうため、

会員全員に３分間卓話「私のちょっといい話」も例会に組

み込みました。 

 ２０１５～２０１６年度後半は、次世代を担う会員の増強

に取り組みたいと思っています。クラブのよりよい活性化

のためにも、また、組織をより強固にし、継続させるため

にも必要不可欠の問題です。クラブ全体の緊急の課題

です。 

 みなさんのご教示ご協力のほどよろしくお願いして 

新年の挨拶にかえさせていただきます。 

 
 

年男年頭所感 

              田井中順次（昭和７年７月２１日） 

 新年あけましておめでとうございます。 

どうぞ本年もよろしくお願いします。 

 今年は申年で７回目のあたり年となりまし

た。戦前、戦中、戦後と生き抜き、戦後でも 

７０年が過ぎ、その間、山あり、谷あり、でした

が、体の弱い自分が８３年間も無事に過ごすことが出来

ましたこと、全てに感謝しなければなりません。 

 毎年年頭にはいろいろと考えましたが、８０才を超えて

からは、すっかり隠居で毎日パソコンや天気の良い日に

は庭に出て花いじりを楽しんでいます。 

 ロータリークラブの在籍期間も４０年になり、現役では 

小菅君と２人が一番年上となりました。これからも元気で 

体の続く限りがんばりますので、よろしくお願いします。 

 

 

年男年頭所感 

                小菅一彦（昭和７年７月２４日） 

 元来、干支に無関心な小生は、悪筆のため

申年の年賀状をパソコンで打ち出しながらも

会報編集者から年男の年頭所感を求められ

るまで今年自分が年男とは知りませんでし

た。我が人生で七回目、おそらく最後の年

男だと思うといささか寂しい思いがします。これを機会に

これまで無関心で過ごした過去の年男を振り返ってみま

した。 

 昭和７年生まれの私の第一回の年男は、昭和１９年、

大東亜戦争の敗色厳しい小学校６年生の時でした。 

第二回の昭和３１年は、京大医学部３回生で医者の卵で

した。第三回の昭和４３年は、木造おんぼろの彦根市立

病院が鉄筋六階建ての近代建築に生まれ変わる工事中

で希望に満ち溢れていました。第四回の昭和５５年は、

前年副院長に就任、新病院建設に伴う７億円の膨大な

借金の返済に四苦八苦していました。昭和５６年に前院

長が引退され負債を引き継ぎましたが、第五回の年男の

平成４年には、累積赤字を解消し、内部保留金を置き土

産に後進に道を譲り開業しました。ロータリー会長、彦根

医師会長、彦根東高校同窓会長など歴任し、第六回の

平成１６年の年男は、叙勲の栄にあずかり、家内と宮中

に参内し最良の年でした。それがピークでその後は下り

坂となり、家内が車椅子生活で老人施設のご厄介にな

り、広い田舎家で独身生活を送る身となり、昨年３月には

高齢のために医院も閉鎖し、５８年の医師生活にピリオッ

ドを打ち年金生活者の仲間入りしました。暇に任せてゴ

ルフ三昧と期待していたら、世の中巧くいかないもので、

両膝の痛みで駐車場から例会場まで歩くのがやっとこ

さ。遠からず車椅子生活になり家内と一緒に老人施設の

ご厄介になりそうな哀れな状態で第七回の年男を迎えた

次第です。 



 

年男年頭所感 

                和田一繁（昭和４３年２月９日） 

 新年あけましておめでとうございます。 

旧年中は大変お世話になりました。まだ 

彦根ＲＣに入会して期間は短いですが、貴

重なご縁と学びをいただく機会を与えてい

ただき感謝いたしております。 

 さて４回目年男を迎えました。ここ数年は毎年自分自身

にテーマを漢字一文字で表し行動しております。 

 ２０１０年は「語」語る。２０１１年は「前」前へ。２０１２年は

「教」教わる。２０１３年「決」決意。２０１４年は「覚」覚悟。 

２０１５年は「挑」挑む。特に２０１５年は自分自身にとりま

して、人生の分岐点ともいえる新たなステージへ挑戦し

権利と義務と責任を与えていただきました。２０１６年は

「義」義理。人として守るべき正しい道をしっかりと見極め

る力をつけることを目標に汗をかき知恵をしぼってまいり

ます。申年と言えば『三猿』の見ざる、聞かざる、言わざる

の３つの猿が浮かびますが、何でも貪欲に観察し、聞く

耳を持って積極的に情報を集め、常に提案し行動を起

こす。そしてしっかり検証し続けていくということが、肝要

なのかもしれません。私の行動スローガンでもある「１００

の愚痴より１０の提案１０の提案より１の実行」を念頭に一

生懸命与えていただいた使命を勤めさせていただきま

す。もちろんロータリーライフも楽しんで参ります。今年も

どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

井伊家につながる 

大洞弁財天祠堂金寄進帳（重要文化財）の公開展示    

 彦根城の表鬼門の方角、北東１．５㎞の大洞山中腹に

弁財天が井伊家 第四代当主 井伊直興公によって祭祀

され、領民一人一文の寄進を受けて１６９６年に建立され

た寺院であります。 

 爾来今日まで広く県内外から多くの方々によって守ら

れ、厄除け・芸能神の弁天さんとして信仰を集めてきまし

た。昭和４２(１９６７)年に第１回厄除大祭が行われました｡

祭の主人公の殿様役は、井伊直愛元彦根市長、家老役

には、古川勘次郎氏にお務め頂き執り行われました。以

来地域のご有力な方々により大祭の主人公としてのご奉

仕を頂いて参りました。 

 くしくも本年１月１０日の厄除大祭は第５０回を迎え、ま

た直興公生誕３６０年の記念すべき年に当り、殿様を現

第１８代当主 井伊直岳様、家老に上田健一郎様にご奉

仕頂くことになりました。これに加えて直興公生誕３６０年

を祝して、彦根城博物館のご好意により、大洞弁財天祠

堂金寄進長（重要文化財）が公開されることになりまし

た。これは『武士・町村の領民全てに弁財天様のご加護

がありますように』と願い銭一文の寄進を募り弁財天堂が

建立されました。この寄進者名簿（彦根城博物館所蔵）

は当時の人名や家族構成がわかり、その数２５万９５２６

人、銭２７０貫という貴重な資料であります。公開は本年 

１月１日より２月１日まで博物館で展示されますのでお見

逃しなくご覧下さい。                岡田建三 

年男年頭所感 

               大塚義和（昭和１９年１１月９日） 

 ついこの間、古希を迎えたところだが、今

年は当たり年。過ぎた月日はアッという間で

す。年を重ねるたびに１年が短く感じ、まさ

に一日一日を大切に過ごすことの大切さを

実感しています。この年になると、遠い昔？

のことを考える日も増えてきます。あの時、あの日のあん

なこと、こんなことをなつかしく思い出し、自分のこれまで

の人生を振り返るのもまた、楽しいものです。 

 ただ私のこれまでの生き方の中では何ごとにおいても

昨日までの（特に）いやなことは忘れるようにつとめてきま

した。済んだことに悩むことはムダなストレスを貯めるだけ

で何の得もありません。それよりもむしろ、明日どうするの

かに時間をとった方が意味があると常に心掛けてきまし

た。福沢諭吉訓にある 「世の中で一番、尊いことは 

人のために奉仕して、決して恩にきせないことです。」を 

生活信条として全てに最優先してきました。中々むつか

しいことではありますが、自分で満足しても相手がどう感

じていただけるのかを常に気をつけて行動しなければな

りません。 

 ロータリークラブに入会して「四つのテスト」のすばらし

さを改めて学ばせていただきました。 

 これからもより多くの方々との出会いを楽しみながら 

一日一日を大切にしながら一層の努力を続けたいと思

います。 

 

 

 

年男年頭所感 

               松本 智（昭和３１年５月２３日） 

 新年あけましておめでとうございます。 

会員の皆様には、健やかに新年をお迎えに

なられたこととお喜び申し上げます。 

 さて、平成２８年は、「申年」ということで私も

“還暦”を迎えることとなりました。 

 幼少の頃は、６０歳前後の方を拝見すると随分‘おじい

さん’に見えたものです。自身が５０歳代になってから

は、「今は、時代が違う」と無理やり無視してきましたが、

“還暦”となると、また、響きが違うように感じます。 

 今年からは、「新たな人生を」目指し、一からスタートし

たいと考えています。 

 また、ロータリークラブに於きまして、今年度は幹事とい

う大役を務めさせていただいておりますが、年度当初より

至らない点ばかりで、皆様より度々叱責を頂戴しておりま

すこと、この場を借りてお詫び申し上げます。あと半年、

少しでも皆様のお役にたてる様、 努めさせていただき 

ます。 

 最後になりましたが、会員各位の今年のご健勝とご多

幸をお祈り申し上げ、ご挨拶といたします。本年もよろし

くお願い申し上げます。 

 



会報委員会       嶋津慶子   安居継彦   前山俊博   和田一繁 

 会員数 当日出席 ﾒｰｷｬｯﾌﾟ 出席率（％) 

１２月２４日 ６３（１３） ４４（８） ２ ７９．３１ 

１２月１０日 ６３（１３） ４８（７） ７ ９６．４９ 

１月 ８日(金) 長浜東ＲＣ 「新年互礼会」   

１月１１日(月) 長   浜ＲＣ 「休会」 

１月１１日(月) 五 ・ 能ＲＣ 「休会」  

１月１２日(火) 長浜北ＲＣ 「新年例会」 

１月１２日(火) 彦根南ＲＣ 「休会」 

出席報告 

他クラブプログラム予定 

４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．みんのためになるかどうか 

いる。１番をめざし、１番であり続ける努力が今の自分に

つながり、支店長になってからは部下、お客様の幸せを

願っている。人、街、地方創生で彦根を盛り上げるため

に頑張りたいと話されました。 

 

＜ニコニコ箱＞ （今年度目標 2,700,000円） 

（前週 82,000円・累計 1,471,000円・達成率54％） 

本年最終例会を迎えました。会員の皆さんには大変お 

  世話になりました。新しい年もよろしくお願いします 

  …杉本（克）君 

一年間お世話になりありがとうございました…宮川君、藤 

  田（益）君、西村君、中川君、岡田（建）君、川原崎君 

今年一年お世話になりました…清水君、小菅君、安居 

  （秀）君、田部（正）君、岡君 

皆さんよいお年をお迎え下さい…田井中（順）君、安居 

  （継）君 

今年一年に感謝…北村（登）君 

一年間ありがとうございました。来年もどうぞよろしくお願 

  いします…秋野君、森君、田部（泰）君、石原君、大 

  舘君 

１年間ありがとうございました。どうぞいいお年をお迎え 

  下さい…嶋津君 

メリークリスマス 今年もお世話になりました。来年も良い 

  年になりますように…谷君 

上半期大変お世話になりました。下半期もどうぞよろしく 

  お願いいたします…大塚君 

本日は自己紹介の機会を頂きまして有難うございます 

  …近本君 

スピーチの機会をいただきまして感謝です…土田君 

ベネファクターになりまして…細江君 

誕生日を祝って頂き御礼申し上げます。６５になります 

  人生これからかなあ～…青木君 

６２回目の誕生日を祝って頂き…石原君 

誕生日を祝っていただいて…藤田（益）君、川原崎君 

妻の誕生日を祝っていただいて…吉原君 

皆出席を祝っていただいて…森君 

お陰様で皆出席１８年になりました…西村君 

ＳＡＡのお許しをいただいて…中川君、岡田（建）君、吉 

  原君 

＜前回例会報告＞  

 会長の時間では、７月からの活動について話され、１月

からの後半に向けては会員増強に力を注ぐ。健康講座

はポールウォーキングについて、最も簡単で効果のある

全身運動であり、胸、背中、肩まわりの筋肉を使い、特に

高齢者には転倒のリスクを軽減し、腰やひざの補強にな

る。ウォーキング以上、ランニング以下の運動をめざす人

にやってほしいと話されました。 

 私のちょっといい話は戸所岩雄君で、先日、ビル・ゲイ

ツが「まちづくり・福祉等を含め公共と言われ

るものは、国や行政がやるものとの思いがあ

る。これからは参加型社会を作っていく必要

がある」と言っていますが、「では、どのような

アクションを起こすのが良いか」との問いに

「ベストなものを求めるより心に響くものから始めればよ

い。身近なところ、愛するものから始めてはどうか」と答え

ています。私はNPO法人ひこね文化デザインフォーラム

に所属し活動しています。まちづくりに関わる調査研究・

提案や「歴史講座・歴史手習い塾」等の文化事業、まち

の活性化を目的に町屋や歴史遺産を使って「コンサート

や講座」等の利活用を広める事業など、身近な問題に多

くの関心ある方々と取り組んでいますと話されました。 

 卓話は「新会員スピーチ」でした。 

 近本和也君は４１才、京都府出身。趣味は

読書。特技は水泳。大学ではタイの経済に

ついて勉強。大学３年の時にタイバーツ飢

饉がおこり、その後アジア通貨飢饉がおこ

り、あちこちに波及した。そのことから生活と

証券のつながりを学んだ。エース証券入社後、証券アナ

リストの資格を取り、仕事面では資産管理型の営業に大

転換した。会社から大学院に派遣され、統計学を学び、

市場平均株価の変動分析を修士論文にまとめた。エー

ス証券の歴史、内容を話され終わりとされました。 

 土田博士君は長浜生まれの５１才。私の人

格の形成は①両親の影響 ②スポーツ（野

球） ③銀行員生活の中での人との関わりの

中で出来ていると思ってる。決して豊かでは

なかったが、両親の愛情の中で育てられた。

スポ小で野球をやり、高校まで続け、ピッチャーをしてい

たが高３の時、後輩にエースを譲ることになり、トップを目

指して練習すべきだと思った。大学卒業後地元の企業

へ。初入行は彦根駅前支店。３年間でノウハウとお客様

行員、色んな人とのつながりが自分の人格につながって 

［ロータリー情報］    
  職業奉仕月間 
     毎年１０月を職業奉仕月間としていたが、１月を職業奉仕月間とした。 
     クラブが職業奉仕の理念を日々、実践することを強調するための月間である。 


