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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 
ロータリーソング斉唱「奉仕の理想」 
会長の時間  
 「私のちょっといい話」 
 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 
 「役員期末挨拶」 
  幹事  松本 智 
  副会長 田部泰男 
  会長  杉本克実 
バッジ交換 
会長エレクト挨拶 
花束贈呈 
閉会点鐘 
 
＜懇親会＞ 
乾杯 
食事・懇談 
中締め 
「手に手つないで」  

今日の食事 

特別お料理 

次回例会案内 

   

新年度役員挨拶 

ご挨拶 

会長 杉本克実 

 ２０１５～２０１６年度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。柔軟で活き

活きしたクラブこそ魅力あるクラブであり、そこに人

が集まってくると述べておられます。会員増強の趣

旨がここに集約されています。個性に満ちて輝くク

ラブに近づきたく、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！」とし、スタートして、早くも１年の歳月が

経過しました。振り返って見てどれだけ個性に満ちて輝くクラブに成長で

きたか、まだまだ道半ばではなかったかと思っています。 

 ここでスローガンの＜具体的な方針＞について検証してみたいと思い

ます。 

１．楽しく、賑やかで、憧れのクラブに 

  会員相互の親睦ですが、９月の観月例会には桂南天さんの出前寄 

 席で、南天さんの話術を膚で感じました。また、１２月の年忘れ家族会 

 も桂紅雀さんの落語で、皆さん大いに笑い美味しい食事とお酒に、会  

 員みなが一つの家族の団らんの中にいるようでした。 

  ６月の親睦旅行は全国的観光スポットの金沢です。３２名という多数 

 の参加があり、夜には料亭金城楼で伝統芸能を鑑賞しながら地酒と美 

 味に古都の夜を堪能しました。 

２．地域ニーズにあった奉仕活動の実践 

  今年度はハンディキャップを持ちながら、生活しておられる方々をより 

 深く学習すると共に「教育」と「自立」の二面から支援しました。 

井伊直弼公 生誕２００年にちなんで 

 

  －茶湯三言四句（ちゃのゆさんげんしく） 

                   井伊直弼筆 － 
   

茶の湯に力を注いでいた直弼が、禅の師である清凉

寺の仙英(せんえい)禅師に三言四句の茶則を書い

て送ったところ、仙英は賞賛し、その心映えを和歌に

詠んで直弼に与えました。 

本幅は、その和歌に答え、直弼が仙英に贈った和歌

を認(したた)めたものです。禅に裏打ちされた直弼の

茶の湯観が込められています。 
         

                    （彦根城博物館所蔵）          



 

 

  ８月、報道機関を迎えて、奉仕フォーラムを開催し、 

 事業についての他とのマッチング等のアドバイスを得ま 

 した。 

  教育支援としては、鳥居本養護学校へ検査機器を、  

 自立支援としてひかり福祉会の事業所（知的障害者が 

 働く）で、菓子製造販売する工房ふれっしゅを見学 

 （備品支援）。彦華堂より継続的に菓子の購入を行いま 

 した。 

  １１月に支援した鳥居本養護学校、社会福祉法人ひ 

 かり福祉会等代表を招いて「障害者の現実と課題」と 

 題してシンポジウムを開催しました。 

３．親しみある充実感ある例会の運営 

  ゲストやメンバー、新会員への対応として、食事時に 

 テーブルリーダー（役員）のもとで、団欒がスムーズに 

 なごやかになるようにしました。 

  卓話には有意義な時間を確保するため地域で活動 

 している時の人、文化人などに多くの機会を設けまし 

 た。また、会員１人１人に３分間卓話として「私のちょっ 

 といい話」をスピーチしていただきました。 

  ２月には大久保彦根市長を卓話に迎えて当クラブが 

 ホストして彦根南ＲＣとの合同例会を開催しました。 

４．次世代を担う会員の増強（純増３名） 

  ７月、６７名という多くの会員を引き継いでのスタート 

 でしたが、４名の会員増強はありましたが、６月中旬現 

 在６３名という４名減の結果となり会長として、責任を感 

 じています。反省点として４０名程会員の人脈をたより 

 に二度、三度と勧誘に足繁く通いましたが、４０代は仕 

 事が忙しく、５０代は仕事と役職に忙しく各人に何らか 

 の余裕がないことが大きな要因ではないかと思ってい 

 ます。また、仕事や役職に忙しいけれどそれでも、クラ 

 ブに入会したいというほどクラブに個性とそして魅力が  

 欠けているのかもしれません。（深く反省）。 

 この一年役員・理事・委員長・委員会の皆さんには持 

てる力を最大限に発揮していただき、より魅力あるクラブ

に一歩でも近づくため「『プラス思考』と『寛容』をクラブ活

動に！」をスローガンに前向きに事業に取り組んでいた

だきました。会長として、私なりに持てる力を尽くし充実し

た歳月だったと自負しています。会員の皆さんの温かい

ご支援、ご協力感謝しています。ありがとうございました。

最後になりましたが田部（泰）副会長、松本幹事、本庄会

計、事務局の藤井さんに心より厚く御礼申し上げます。 

 

ご挨拶 
                         幹事 松本 智 

 歴史と伝統のある、彦根ロータリークラ

ブの幹事という重責を仰せつかり、この

一年間を過ごしてまいりましたが、その

責務を十分には全う出来ず、会員各位

には多大なご迷惑をお掛けしたこと、こ

こに、改めてお詫び申し上げます。 

 「『プラス思考』と『寛容』をクラブ活動に！」の会長ス

ローガンのもと、楽しく、賑やかで、憧れの彦根ロータ

リークラブに、より一層なれるように、各委員会のメンバー

の皆様には、それぞれの立場で一生懸命、最大限の努

力をしていただきましたこと、改めて御礼申し上げます。 

ありがとうございました。 

 最後に、次年度以降の、彦根ロータリークラブの益々

の発展と地域社会への貢献を、祈念申し上げます。 

 一年間、ありがとうございました。 

 

ＳＡＡを終えて 
                        ＳＡＡ 秋野正誠 

 規則や細則ばかりでなく、「へえー！

そうだったのか」とか「なる程！さすが

ロータリー」等、ロータリーのトピックスを

知り、例会に来ることが楽しくなる様、次

の２点を実施。 

①「ロータリーをより知る会」の実施 

入会５年未満の会員さんを対象にロータリー情報委員会

と共催で、９／１０（木）・１１／１９（木）・３／１０（木）の３回

実施し、計（のべ）５８名が参加されました。 

②「同好会ワインクラブ」 

ヨコの繋がりを図るため、同好会の拡大・充実に力を注

ぎ、今期新しく「ワインクラブ」を設立し、２２名が入会され

ました。 

 反省、申し送り事項としては、①前任の西村さん、小菅

さんに踏襲し、例会場入り口での出迎えを藤田さんと２

人で実施しましたが、私たちには至らぬことも多々あった

ことと反省していますが、この出迎えは良いことだと感じ

ました。 

②卓話時間の確保と卓話中の私語が守っていただけな

かったのは大いなる反省点でした。 

 

彦根ローターアクトクラブ会長を終えるにあたり 

         彦根ローターアクトクラブ

会長    池田庸平 

  今年度、彦根ＲＡＣで会長をさせて頂

き、彦根ＲＣの皆様には感謝が耐えない

1年となりました。 

 委員長の渡邊様、副委員長の宇佐美

様をはじめ多くの方が例会に足を運んで頂き、周年後の

年度ということでどれだけクラブを盛り立てていけるか不

安の中での運営となりましたが、皆様にご協力頂けたお

かげで1年間を無事にやりとげられたと感じております。 

 クラブテーマとは別に、私自身の目標としまして、自ク

ラブ員の郷土愛を育むというものがありました。その中

で、滋賀ゾーン合同例会での地酒のプレゼン大会や、

彦根城お堀内での花見例会、翠香流生け花例会、石州

流茶道例会など、多くのロータリアン様のご協力で、アク

ターのみでは出来ない体験をご提供頂けたことで、その

目標は達成できたと思います。 

 次年度からは新たな組織体制となって、次世代へ繋ぐ

年度とさせて頂くつもりです。新会長辰巳さんの元で、ク

ラブ一丸となって頑張って参りますので、次年度もよろし

くお願い致します。 



 

 
１１月２６日 「障害者の現実と課題」シンポジウム 

 
 
 
 
 
 
 

１２月１０日 年忘れ家族会（彦根ビューホテル） 

１月１４日 企業訪問例会（パナソニック㈱彦根工場） 
       ワインクラブ設立（ホテルサンルート彦根） 

２月１８日 彦根南ＲＣとの合同例会（彦根ビューホテル） 

４月３日 地区大会（ロームシアター京都） 
   ７日 花見例会（大洞弁財天）  
  ２０日 県下ＲＣ合同ゴルフコンペ 団体戦第２位 

６月４～５日 親睦旅行（金沢） 
   ９日 座禅例会（清凉寺） 中居隆幸君入会 
  １２日 芹川堤「けやき道」清掃 

 

＜２０１５～２０１６年度を振り返る＞ 
７月２日 初例会 
  １８日 謡曲同好会ゆかた会（双葉荘） 

８月６日 中澤忠嗣ガバナー公式訪問 
      永井裕樹君・近本和也君入会 
  ２７日 奉仕フォーラム（伊勢幾） 

９月１日 鳥居本養護学校教育機器贈呈式 
   ３日  観月例会（双葉荘） 
  １０日 土田博士君入会 
  １２日 第１組ＩＭ（高島市民会館） 
  ２４日 移動例会（鳥居本養護学校） 

１０月１２日 サッカー教室（金亀公園多目的広場） 
    ３１日 第４０回ロータリー杯少年サッカー大会 

 



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（％) 

６月２３日 ６３（１３） ４１（７） ５ ８０．７０ 

６月 ９日 ６３（１３） ３８（６） １５ ９４．５４ 

７月１日(金) 長浜東ＲＣ 「新年度の抱負」   

７月４日(月) 長   浜ＲＣ 「新年度の抱負」 

７月４日(月) 五 ・ 能ＲＣ 「移動例会」  

７月５日(火) 長浜北ＲＣ 「新年度の抱負」 

７月５日(火) 彦根南ＲＣ 「役員挨拶」 

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 

クラブ広報委員長の上田君は「奉仕フォーラムを８月に

開催させていただきメディアの方とディスカッションするこ

とができました。」などお話されました。クラブ管理運営委

員長の大舘君は「例会と年間のイベントの２つのことがあ

り、例会は粛々と、イベントは手作り感をもってやりまし

た。」などお話されました。奉仕プロジェクト委員長の青

木君は「社会奉仕の事業で、鳥居本養護学校に寄付と

参観をさせていただき、工房フレッシュの見学をさせてい

ただきました。」などお話されました。財団・奨学金委員

長の西村君は「財団も米山も皆さんからのご寄付を頂き

ありがとうございました。」などと御礼を述べられました。 

＜お客さま＞ 

泉 乃梨子さん（彦根ＲＡＣ） 

＜ニコニコ箱＞ （今年度目標 2,700,000円） 

（前週 38,000円・累計 2,977,000円・達成率110％） 

彦根ＲＡＣ所属２年半の間お世話になりありがとうござい 

  ました…泉さん（彦根ＲＡＣ） 

本日でほぼロータリー活動終了できそうです。１年間ご 

  支援ご協力ありがとうございました…杉本（克）君 

泉乃梨子さんのＲＡＣ卒業おめでとうございます。今後 

  の活躍期待しています…杉本（克）君、安居（継）君 

理事のご挨拶をさせていただきます…青木君 

「私のちょっといい話」の機会をいただいて…中川君 

マルチプル２回目いただきました…小椋君 

写真ありがとうございます…宮川君、田井中（順）君、小 

  菅君、近藤君、西村君、青木君 

６８才の誕生日を祝っていただいて…森君 

お陰様で７年皆出席することができました…大舘君 

＜編集後記＞ 

 毎週楽しんで読んでいただけましたでしょうか。直弼公

生誕２００年にちなんで１１月には例会前にお薄を出させ

ていただいたことも思い出されます。「ロータリー情報」

「ロータリーの友必見どごろ」を寄稿して下さった清水

ロータリー情報委員長、上田広報

雑誌委員長、「私とロータリー」を

寄稿して下さった皆様、そして事

務局の藤井さんと委員の皆様に

心よりお礼申し上げます。                     

       会報委員長 嶋津慶子 

 

私とロータリー                                    

                             西村 昭 

 入会して１８年になりますが、クラブが地域

社会に奉仕する様々な活動に関わらせてい

ただき、よき体験とよき思い出となり有り難

かったと思っています。２００２年９月に文化

プラザグランドホールで創立５０周年記念事

業として開催の宇宙飛行士「若田光一氏」講演会（１５００

名）。２００３年１２月にビバシティホール（４５０名）と彦根

東中学校（６００名）で開催した、全盲の電子オルガン奏

者「大島彰コンサート」。２０１０年１０月には彦根城博物

館能舞台でプロの観世流能楽師９名により３日間かけて

６回公演で開催した「彦根小学生能楽ワークショップ」（１

３００名）地区で唯一のガバナー特別賞受賞があります。

能楽「竹生島」の舞囃子に瞳を輝かせ見入っていた子ど

もたちの姿が今でも眼に浮かんできます。私にとってクラ

ブの奉仕活動への参画や参加は、職業奉仕等につなが

る奉仕の訓練、学びの場であると考え、これからも奉仕

活動に積極的に参加したいきたいと思っています。 

 

＜前回例会報告＞  

 会長の時間では、６月１８日のヴォーリズ学園インター

アクトクラブの認証状伝達式に出席したことを報告されま

した。 

 私のちょっといい話は中川勝晴君。「私の

趣味は謡曲と能楽を鑑賞することです。およ

そ６００年前、観阿弥、世阿弥で大成されまし

た。世阿弥が後世に伝えた風姿花伝を書き

残しました。この中にはなじみの多い言葉が

出てきます。「初心忘るべからず」、という言葉が出てきま

すが、世阿弥は、初心とは未熟な事である。未熟ゆえに

人前で恥をかいた、そのことを忘れるなと言っています」

などお話されました。 

 次に、彦根ロータアクトクラブを卒業された泉 乃梨子さ

んから感謝のご挨拶がありました。 

 本日の卓話は期末挨拶。初めにＳＡＡの秋野君から

「出席率が良くなるのが一番の功績だと思って、ロータ

リーをより知る会を３回開催しました。」などとお話されま

した。会員増強・退会防止委員長の大森君は「今年１

年、何もできなくて申し訳ありませんでした。」などお話さ

れました。 

 

 

［ロータリー情報］    
  国際大会開催地の選定手続き 
   事務総長は、RI国際大会を開催するための施設及び業務協力体制が備わっていることを報告した世界各地の 
   諸都市に関する最新の情報資料を維持する。国際大会が開催される年に先立つ9年前に、RI 理事会は、 
   国際大会を主宰するために招致状の提出が要請されることになる地域を決定する。 

   


