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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  

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 

 「世界の水事情と我が社のお役立」 

   担当 ： 小田柿喜暢 君 

閉会点鐘   

今日の食事 

幕の内 

次回例会案内 

 「第２８回全国ローターアクト研修会並びに 

  第１３回アジア太平洋地域ローターアクト 

  会議について」 

  ゲスト ： 彦根ローターアクトクラブ  

             泉 乃梨子 さん 

＜３月のスケジュール＞ 

３／１～２ 名門ＲＣを訪ねる会（広島ＲＣ） 

   ３    定例理事会（１３：５０～事務局） 

   ６    彦根南ＲＣとの合同ゴルフコンペ（名神八日市ＣＣ） 

   ７    浦部謡曲教室（１９：００～千代神社） 

  １０   第３回ロータリーをより知る会（１３：４５～彦根ビューホテル）  

  １２～１３ 会長エレクト研修セミナー（１０：３０～グランディア芳泉） 

  １７    謡曲同好会お稽古（１９：００～千代神社） 

  ２８    浦部謡曲教室（１９：００～千代神社） 

 

＜ロータリーの友３月号 必見どころ＞ 

横書き 

 Ｐ７  特集「子どもたち、若い人たちが夢を持てる未来のために②」 

      ※Ｐ９  Ｊリーグのコーチによる少年サッカー教室開催 

                             彦根ロータリークラブ 

 Ｐ１５ 神からの偉大な贈り物～ロータリーの友情から生まれた奇跡～ 

井伊直弼公 生誕２００年にちなんで 
－ 弥千代の雛道具 － 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

直弼の息女弥千代(やちよ)が高松藩松平家世子頼聡（よりとし）に嫁い

だ際に調えられた雛道具です。８５件にも及ぶ大揃えの道具類で、婚礼

調度のミニチュアとして制作されました。全てに井伊家の家紋の橘と松 

竹梅の文様があしらわれ、実物の調度さながらに精巧に作り込まれてい

ます。                            （彦根城博物館所蔵） 

 お祝い 

 ◇会員誕生日  山崎時雄君（３月５日）   杉本克実君（３月７日）  

 ◇ご夫人誕生日  田部（泰）君ご夫人清子さん（３月６日） 

 ◇結婚記念日  安居（継）君ご夫妻（３月３日）  

            西村君ご夫妻（３月７日） 

             中川君ご夫妻（３月８日） 



 

 

２０１６～２０１７年度役員・理事及び委員会構成 

会 長 宮川 基司 直前会長 杉本 克実 

会長エレクト 小椋 政昭 理事（会員増強・退会防止） 秋野 正誠 

副会長 谷  節雄 理事（クラブ広報) 吉原  保 

幹 事 本庄 秀樹 理事（クラブ管理運営） 近藤市右ヱ門 

会 計 田井中 徹 理事（奉仕プロジェクト） 森  育男 

ＳＡＡ 中川 勝晴 理事（財団・奨学金） 清水 克己 

副ＳＡＡ 田部 正俊   

常任委員会 委員会 委員長 副委員長 委 員 

 クラブ研修リーダー クラブ研修リーダー  （小椋政昭）  （杉本克実）  

 会員増強・退会防止  会員選考  （秋野正誠）  戸所 岩雄  山崎 時雄 

   秋野 正誠   会員増強  大塚 義和  北村 昌造  小菅 一彦 

  職業分類  嶋津 慶子  田部 泰男  大森修太郎 

  ロータリー情報  北村  登  井の下精作  杉本 剛郎 

 クラブ広報  広報雑誌  （吉原 保）  川原崎清三  田井中順次 

   吉原  保  会  報  小田柿喜暢  那須 賢司  嶽釜 信一  永井 裕樹 

 クラブ管理運営  出  席  山﨑  滋  宇佐美雅也  前山 俊博 

   近藤 市右ヱ門  ニコニコ （近藤市右ヱ門）  岡 銑三郎  細江 正人 

     親睦活動  今村 康博  松本  智 

 赤嶺 英光 

 土田 博士  垣平 裕司 

 近本 和也 

  プログラム  藤田 益平  青木 竺峰   

 奉仕プロジェクト    職業奉仕  上田 勝之  石原 成郎  瀧沢 隆司 

   森 育男  社会奉仕  渡邊 僖子  和田 一繁  宇都宮靖雄 

  青 少 年  大舘 康伸  安居 継彦  堤  秀記 

   ローターアクト  小島 充子  本登 忠雄   

  国際奉仕      西村  昭  御代麻理子  神野 佳樹 

 財団・奨学金  ロータリー財団  岡田 建三  安居 秀泰   

   清水 克己  米山奨学  岡田眞智子  片岡 哲司  藤田謙一郎 

地 区 パストガバナー      山崎 時雄 

米山奨学委員       大森修太郎 

ロータリー情報委員    小島 充子 



 

 

財団補助金管理セミナーに参加して 

                    次年度幹事 本庄秀樹 

 ロータリー財団補助金管理セミナーが２月１３日（土）に

びわこ大津館で開催され、宮川基司会長エレクトと出席

しました。 

 開会の挨拶の後、年次基金寄付は、３年後に国際財

団活動資金（WF）と地区財団活動資金（DDF）にそれぞ

れ５０％ずつ配分される等、ロータリー財団補助金の概

要の説明がありました。 

 次に、クラブの参加資格・クラブ役員の責務・財務管理

計画・銀行口座に関する要件・補助金資金の使用に関

する報告・書類の保管・補助金資金の不正使用に関す

る報告が事細かく説明されました。そして覚書（MOU）は

上記の事を踏まえたクラブと地区の間に交わされる同意

書であり、15-16年度の会長、16-17年度の会長が揃っ

て署名することが義務づけられているとの説明でした。 

 そのあと地区補助金とグローバル補助金の説明があり

ました。地区補助金の申請は２月１日から５月１５日まで

の期間厳守。利用上の留意点では、人道的・奨学金・職

業研修の各プロジェクトについて補助金の対象となりま

すが、昨年と同一の事業は審査対象外となりますとの説

明でした。 

 最後に、来年は財団創設１００周年となるため、皆様か

ら素晴らしい企画の提出をお願いしますと締めくくられま

した。 

 

第２回社会奉仕委員長会議について 

                社会奉仕委員長 青木竺峰 

 ２月１４日（日）ホテルグランヴィア京都で第２回社会奉

仕委員長会議が開かれました。 

 第１部は２０１４－１５年度まちづくり基金奨励金 最優

秀賞 五條ＲＣ ロータリーデー２０１５[「君たちは五條の

宝物」と題して、五條ＲＣ社会奉仕委員長の宮倉靖幸氏

の講演がありました。平成２７年３月２９日五條市民会館

で五條西中学校吹奏楽部・五條高校軽音楽部・五條高

校吹奏楽部の演奏が行われました。 

 特別講演は北河原公敬パストガバナーによる「皆で出

来る事をしましょう」と題したお話でした。 

 第２部は２０１５－１６年度社会奉仕上半期事業報告が

５クラブからありました。①京都山城ＲＣ 『かさぎドキュメ

ンタリー映像祭２０１５』  ②あすかＲＣ 『海の幸・山の幸

食べて応援買って応援』 ③湖南ＲＣ 『地域を愛し、地

域と共に！「湖南チャリティーフエスティバル」』 ④京都

洛西ＲＣ 『小倉山特別保存地区の竹穂垣の補修改善』 

⑤福井ＲＣ 『ロータリーデーおもてなし活動 ガム取り大

作戦』の発表がありました。 

 ④京都洛西ＲＣ『小倉山特別保存地区の竹穂垣の補

修改善』で地味な取り組みを通して、ロータリーの良さを

発信して、会員増強へとつなげていくことの重要性に興

味をもちました。また、アイサーブからウイサーブが大切

なことが勉強になりました。 

９７クラブ合同会員増強会議に出席して 

                会員増強委員長 大森修太郎 

 ２月２７日（土）午後２時から京都商工会議所にて掲題

会議が開催されました。 

 挨拶の中で２６５０地区の増減変化は全国平均とほとん

ど一致していること、クラブ平均在籍数は当地区４８名で

全国平均３８名を上回っていること等が報告されました。 

 ひきつづき、友の会編集長 二神典子氏（東京築地）の

「ロータリー新時代」と題する基調講演がありました。ロー

タリーは過去のしきたりにこだわらず、新しい発想で多様

性のあるクラブ活動をしていかなければならない。会員

増強は財政の健全化が目的ではなく、目的を同じくする

仲間・気の合う仲間作りだと説かれ、職業分類・年齢構

成・例会日・時間など今一度検討する時期に来ていると

話されました。 

 このあと規模別に６分科会に分かれ、現状問題点など

話し合いが行われました。 

 各部会の報告の後、河本パストガバナーの型破りの講

評があり、５時解散となりました。 

 報告書は後日配布される予定です。 

（ロータリーの友 平成２７年１２月号 横書きＰ２９ 

 ロータリーの友 平成２８年１月号   横書きＰ２７ を 

                       参照して下さい。） 

 

 

 

 

 

 

私とロータリー                                                            

                             田部正俊  

 入会して２０数年、幹事をはじめさまざまな

委員会に所属してきましたが、そのつど新

たな勉強をさせていただきました。 

 中でも特別な思いは、創立５０周年記念事

業を担当したことです。（当時 清水会長） 

環境問題を切り口として ①「環境保全４つのテスト」の

パネル及びステッカーの作成配布 ②宇宙飛行士 若

田光一氏の市内小６年生及び保護者１５００名を対象と

した文化プラザでの講演会 ③６８０点余りの応募があっ

た環境作品コンクールなどを展開した事業で、会員全員

が役割分担し、その目標達成に努力した姿勢、また地域

社会に奉仕するロータリーの素晴らしさなど改めて再認

識する場となりました。 

 また今後この彦根のまちの水、緑、そして豊かな歴史

遺産等の環境保全に努めていくことがロータリーに与え

られた使命だと思います。 

 このようなロータリーに籍をおいていることを誇りとし、こ

れからも努力していきたいと思います。今後ともよろしく

お願いいたします。 

 

 

 



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（％) 

２月２５日 ６３（１３） ４４（４） ０ ８１．４８ 

２月 ４日 ６３（１３） ４９（７） ３ ９１．２３ 

３月４日(金) 長浜東ＲＣ 「教育について考える」     

３月７日(月) 長   浜ＲＣ 「現在と『不易・流行』に見る

社会 あれこれ！」 

３月７日(月) 五 ・ 能ＲＣ 「会員卓話」  

３月８日(火) 長浜北ＲＣ 「友好クラブとの合同例会」 

３月８日(火) 彦根南ＲＣ 「ＩＭについて」 

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 

予期せぬ時に「家族の危険や災難」・「儲け話」に接した

ときに、「本当なのか？」と疑うよう心がけることが、「騙さ

れない秘訣」なのです。警察、消費者センターへ相談し

て下さいと話されました。 

 

＜お客さま＞  

宮本幸二氏（ゲスト：滋賀県警防犯アドバイザー） 

所 庄五郎君・松原剛志君（彦根南ＲＣ） 

 

＜ニコニコ箱＞ （今年度目標 2,700,000円） 

（前週 49,000円・累計 1,952,000円・達成率72％） 

お世話になります…所君（彦根南） 

本日はお世話になります。よろしくお願いいたします 

  …松原君（彦根南） 

本日防犯アドバイザー宮本幸二氏をお迎えして 

  …杉本（克）君 

滋賀県警より防犯アドバイザー宮本幸二様をお迎えして 

  …大舘君 

異動になりました。本日が彦根ロータリー最後となりまし 

  た。ありがとうございました…井戸田君 

本日、ＢＳ日テレ「片岡愛之助の解明！ 歴史捜査」は

井伊直弼暗殺の謎、桜田門外の変の真相に迫るが放送 

  されます。近江牛の味噌漬を食べてもらいました 

  …上田君 

ちょっとだけよ（一寸良い話）…瀧沢君 

もうすぐ３月！ 何となくわくわくしますネ…大塚君 

お誕生日をお祝していただきありがとうございます。又、 

  例会の欠席が続きまして申し訳ありません…堤君 

誕生日を祝っていただいて…今村君 

妻の誕生日を祝っていただいて…岡君 

皆出席を祝っていただいて…秋野君、安居（秀）君 

＜１月２８日例会報告 情報集会結果報告続き＞ 

第４班 テーマは「どのように、会員増強、入会促進して

いけばいいのか」 

・ロータリーの一番の目的は、親睦そして奉仕である。 

役員経験者は中期計画をしっかり立て、予定者リストを

作成し情報を共有していく。 

・数多くの仲間と顔をあわすことが大事である。情報集会

や同好会を通じて交流を深めていく。 

・地域によってロータリーの重みが違う。ステータスがあ

る。地域を良くしたい、奉仕がしたい、ボランティアをした

い人を探す。そういう人を探すことが大事である。入る人

のレベルもあげなくてはならない。 

第５班 テーマは「今の彦根ロータリークラブについて」 

・歴史・伝統及び格式あるクラブである。 

・情報集会は良い機会である。 

・社会奉仕ができていない。もっと奉仕をした方がよい。 

・長老から話をきくこと、大事であり、お互い世代を越え

て話すことが大切である。伝統と格式あるクラブであり、

世代を越えて、また新会員との交流（情報集会）が必要

である。社会奉仕のあり方、会員増強等について考えさ

せられた。ロータリーの理念を深めることが必要。 

 

＜前回例会報告＞ 

 健康講話は、徳川家康は７５才まで長生きされました。

食事はご飯、ごぼう、煮物、なます、人参、大根等、毎日

多野菜、薬草農園のお陰だそうですと話されました。 

 私のちょっといい話は、瀧沢隆司君。７０

才で孫が誕生で毎日食事が楽しく、孫の一

言が可愛くうれしい日々です。 

 卓話は滋賀県警防犯アドバイザーの宮本

幸二氏が「『振り込め詐欺』防止」について

話されました。 

 特殊詐欺の発生状況は、平成２７年中、

県下で１１４件、被害額４億４１０４万円で

す。詐欺の手口は、オレオレ詐欺、金融商

品取引詐欺、融資保証詐欺、買付詐欺、

ギャンブル必勝詐欺、悪質商法等。私は騙

されない、私は絶対大丈夫と思っている人でも脳の扁桃

体が危険、災難が降りかかると体がストレス反応を示し、

理性的な反応をすること困難になります。直ちに行動起

こさず疑うことができれば、冷静な判断が出来るようにな

ります。 

［ロータリー情報］   
 水と衛生月間 
  ２０１４年１０月ＲＩ理事会は、重点分野である「水と衛生月間」である３月を、地域社会における安全な水の公平な 
  提供、衛生設備や衛生状況の改善、持続可能な水設備と衛生設備の設置、資金調達、維持管理を地域住民が 
  行っていくための能力向上、安全な水と衛生の重要性について､地域住民の認識を高めるためのプログラム支援、水と 
  衛生に関連した仕事に従事することを目指す専門職業人のための奨学金支援を強調する月間とした。 


