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国際ロータリー・テーマ 

人類に奉仕するロータリー 
  国際ロータリー会長 ジョン・ジャーム 

今日の食事 

地区テーマ 

夢を語り、現在を刷新 
  第2650地区ガバナー  刀根荘兵衛 

彦根ＲＣ会長テーマ 

未来に向けて 魅力あるロータリーに 
                彦根ロータリークラブ会長 宮川基司 

次回例会案内（2016.10.13） 

彦根ロータリークラブ週報 

2016～2017年度 
 会 長 宮川基司  会長エレクト 小椋政昭   
 副会長 谷 節雄  幹 事    本庄秀樹  
 会 計 田井中 徹 ＳＡＡ    中川勝晴   
 パストガバナー 山崎時雄 

『彦根・滋賀を舞台にした小説で愉しみましょう』 
    「偉大なる、しゅららぼん」万城目 学 (著)   2013/12 
    高校入学を機に、琵琶湖畔の街・石走にある日出本家にやって来た日出涼介。 

    本家の跡継ぎとしてお城の本丸御殿に住まう淡十郎の“ナチュラルボーン殿様”な  

    言動にふりまわされる日々が始まった。実は、日出家は琵琶湖から特殊な力を 

    授かった一族。日出家のライバルで、同様に特殊な「力」をもつ棗家の長男・ 

    棗広 海と、涼介、淡十郎が同じクラスになった時、力で力を洗う戦いの幕が 

    上がる…!                                    （出展：amazon） 

 

第３１３３回例会 
２０１６．１０．６ 

 

開会点鐘 

君が代斉唱 

ロータリーソング斉唱「奉仕の理想」 

ビジター紹介 

会食・懇談 

会長の時間 

 「私の夢」 

 幹事報告 

 委員会報告 

 ニコニコ箱報告 

 出席報告 

卓話 

 「日本の建築をベトナムに 

       持って帰りたい 」  

  ゲスト：米山奨学生 

       レ・アン・ヴー 君 

  担 当：米山奨学委員会 

閉会点鐘 

お祝い 

会員誕生日  細江正人君（１０月６日） 

 

ご夫人誕生日 森君ご夫人知恵子さん（１０月８日） 

          小田柿君ご夫人友加里さん（１０月１０日） 

 

結婚記念日  堤君ご夫妻（１０月６日） 

          森君ご夫妻（１０月７日） 

          大舘君ご夫妻（１０月８日） 

          田井中（徹）君ご夫妻（１０月９日） 

          吉原君ご夫妻（１０月１０日） 

          山崎（時）君ご夫妻（１０月１１日） 

          小菅君ご夫妻（１０月１２日） 

 

皆出席     安居（継）君…２２年 

 

１０月のスケジュール 

１０／３ 歴史講座（１４：００～佐和山小学校） 

    ４  歴史講座（１０：３５～鳥居本小学校） 

    ４～５ 名門ＲＣを訪ねる会（仙台ＲＣ） 

    ６  定例理事会（１３：５０～事務局） 

   １０ サッカー教室（９：００～金亀公園多目的競技場） 

   １３ ワインクラブ（１８：００～華見） 

   １４ 規則委員会（１８：００～伊勢幾） 

   １７ 浦部謡曲教室（１９：００～千代神社） 

   ２０ 謡曲同好会お稽古（１９：００～千代神社） 

   ２４ 浦部謡曲教室（１９：００～千代神社） 

   ２９ 第４１回ロータリー杯少年サッカー大会 

                   （８：３０～荒神山グランド） 

 

ロータリーの友１０月号 必見どころ 

 横書き Ｐ７…「写真で振り返る日本のオリンピックと 

                              ロータリー」 

 縦書き Ｐ４…「自分に誇りを持って相手を理解する」 

 

「 ホテルについて！ 」 

担当 ： 田井中 徹 君 

とうもろこしのスープ  サーモンの香草焼き 

サラダ  デザート  パン  コーヒー 



 

 

「石田三成公 いいひとプロジェクト」歴史から学ぶ 

  第１弾スタート 

                  社会奉仕委員長 渡邊僖子 

 社会奉仕委員会の今年度の活動がスタートしました。 

１０月３日（月）佐和山小学校への出前講座、１０月４日

（火）鳥居本小学校への出前講座には大勢のメンバーの

見学参加をいただきありがとうございました。田附清子氏

のわかりやすい講義に子ども達も真剣に聞き入る様子を

大変嬉しく見守りました。 

 今回のこの企画は社会奉仕委員会の目的のひとつに青

少年育成をあげられていることから地元の歴史が語れる

人になってほしいという目的をもって始めました。 

 この第１弾では、石田三成公のことを知り、そこから自主

学習をすすめてもらい、第２弾では佐和山城を知るという

ことで佐和山に登る計画もすすめているところです。子ど

も達には少しずつ知識を深めてもらい、地域の歴史、遺

産を学習することから自分自身の財産にしてもらいたいも

のです。 

＜１０／３ 佐和山小学校＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜１０／４ 鳥居本小学校＞ 

 

 

サッカー事業会議報告 

                   青少年委員長 大舘康伸 

 ９月２４日（土）午後６時より龍鱗にて、少年サッカー指導

者１０名、彦根ＲＣ７名が参加して今年度のＲＣが支援する

サッカー事業の打合せを行いました。 

 初めに谷副会長が挨拶をされ「お陰様で少年サッカー

教室は５回、少年サッカー大会は４１回の実施を迎えさせ

て頂きます。今年は彦根でサッカーをしていた少年からＪ

リーガーが誕生しました。今後も皆様の活動をお手伝い

出来たらいいと考えています。」と述べられました。順次、

彦根ＲＣから自己紹介、指導者より各チーム紹介をして頂

きました。Ｊリーガーを輩出したチーム、創立４４年を迎える

チーム、総勢１００名を超えるチームがあるなど個々チー

ム毎の特色を感じました。その後、少年サッカー教室・大

会の実施・運営方法の確認をしました。 

 会議後、懇親会に移り、少年サッカーチーム指導者の

方々に色々な話を伺うことができました。「自分の子供より

他人の子供に接する時間が長い。」「好きでやっているこ

と」と平然と言われ、自分にはとても出来ないと思いまし

た。『みなさん熱い』 『遊びでは出来ない』なと感じ、青少

年奉仕の精神の原点とはこういうことなんだなとつくづく感

じました。最後に森理事が中締めをされ、午後８時３０分に

閉会しました。 

 １０月１０日少年サッカー教室、１０月２９日少年サッカー

大会を行います。皆様のご支援の程宜しくお願いします。 

 

バンコクスリウォンＲＣ例会参加 

                            小田柿喜暢 

 去る９月１３日、バンコクスリウォンＲＣ例会（３３５０地区）

に参加してきました。参加者は、田井中（徹）、安居（継）、

大舘、赤嶺、今村、本登、上田、小田柿の計８名です。当

クラブの参加者代表として田井中徹君から彦根ＲＣの紹

介とバナー交換を行いました。 

 バンコクスリウォンＲＣは2001年３月５日に設立されたタイ

国で唯一日本語で例会が運営されるＲＣです。メンバー

は在タイ日本人と日本語を話すタイ人で約２０名だそうで

す。現在は小田原靖会長のもと運営を行われています。 

 バンコクスリウォンＲＣは、全国各クラブの国際奉仕の海

外窓口のような立ち位置になっていて、「リサイクル自転

車」「図書」「浄水器」寄贈が、各クラブの寄付金で行われ

ています。特に金額的に大きいのが「浄水器」寄贈で、

2005〜2015年まで１７回、合計２８２台（15万円／台）4,230

万円の支援を行ったということです。国際奉仕の具体的な

方法（寄付金だけではない）として各クラブとジョイントされ

ているようです。 

 例会当日は、バンコクにおける人材教育についての卓

話で、タイ人向けの教育についてお話がされました。 

 尚、毎週火曜日１９時から（２０時まで）、インターコンチ

ネンタルホテルにて開催、参加費６００バーツです。バンコ

クに行かれることがあれば是非参加されてはいかがでしょ

うか。 



 

 

ゴルフ同好会第１回ゴルフコンペ報告 

                 ゴルフ同好会幹事 赤嶺英光 

 ９月１７日(土)彦根ＣＣに

て総勢１３名の参加で第１

回同好会コンペを開催し

ました。当日はやや曇り空

ではありましたが、風もなく

穏やかなスタートとなった

のですが、最終組の最終

ホールしかもグリーン周り

でいきなりの豪雨に見舞われ、まさかのプレー中止の波

乱の幕開けを感じさせるコンペとなりました。栄えある優勝

に輝いたのは終始安定したショットを見せた安居（継）君、

準優勝は後半３７の猛チャージをかけるも一歩届かず本

年度の同好会会長の田井中（徹）君、３位はドラコンマン

の異名を持つ嶽釜君となりました。本命の石原君はハン

ディに恵まれずベスグロながらまさかの６位！初参戦の永

井君もなかなかのショットでスコア以上の腕前を発揮され

ました。今年度も前年に引続きましてポイント累積制による

年間チャンピオンを決定します。次回は１１／２７（日）彦根

ＣＣで開催します。皆様奮ってご参加下さい。 

                                 IN  OUT GROSS HDCP  NET 

優 勝  安居  継彦 君 ４９  ５０   ９９ ２６．４  ７２．６ 

準優勝 田井中 徹 君 ４５  ３７   ８２  ８．４  ７３．６ 

第３位  嶽釜 信一  君  ５１ ４６    ９７  ２１．６  ７５．４ 

 

長浜東ＲＣ野球同好会との練習試合報告 

                     野球同好会 田部正俊 

 ９月２２日（木）台風一過の晴天とはならず前日よりくずつ

いた空模様で開催できるか大変心配していましたが、当

日は曇天で金亀球場も水はけも良く、少々柔らかでした

が試合ができました。 

 甲子園試合で各自あの苦汁をなめて大敗して以来、リ

ベンジとして迎えた練習試合でした。 

 相手チームは新チーム結成をされ、おそらく初めての試

合と思われ、彦根より平均年齢が５～８才位若いメンバー

構成でかなりモチベーションも高く見受けられました。 

 試合は先攻で２点取り、先発は甲子園での雪辱とばかり

投球練習を重ねてきた土田君。待望のアウトを重ねたが、

２回裏途中少々膝等に痛みありとのことで田部（正）にス

イッチ。以後５回まで追う展開となり、６回裏にようやく同点

となり、最後は相手チームに押し切られた形となりました。 

この間ヒット数８本の内、和田君３、永井君２、今村君１（四

球３）、垣平君１、田部１。（彦根１０－１１長浜東） 

 今後ガバナー杯に向けての反省点として今少し各自の

バッティングの向上、せめて一試合１０本以上の目標と守

備の確実性が求められます。しかしながら、ガバナー杯に

向けて各自今後の課題が見つかった試合であったと思い

ます。１１月５日に向けて

更なる個々のレベルアッ

プが求められます。抽選

の結果、対戦相手は栗東

ＲＣ。第一試合となりまし

た。頑張りましょう。 

刀根ガバナー公式訪問「役員懇談会」を終えて 

                        会計 田井中 徹 

 刀根ガバナーをお迎え

して彦根ビューホテルに

て、役員懇談会を開催い

たしました。辻ガバナー

補佐、山本地区幹事長、

中山公式訪問担当幹事

同席のもと約５０分にわたり意見交換を行いました。 

 まず、刀根ガバナーよりＲＩからの報告を３点報告されま

した。①規定審議会の変更に関して。細則の変更につい

ての説明。今後各クラブで開催日数や出席規定の緩和、

会員身分の独自決定ができるという、各クラブの裁量にて

クラブ細則の例外を定めることができるという今までと大き

く変わる問題であります。この詳細について説明を頂きま

した。②ロータリー財団100周年について。2017年６月に

ロータリー財団が100周年を迎えるにあたり、各クラブでの

記念行事も考えてみてはどうかというご提案もあり。RI会長

のジョン・ジャーム氏の強く推進するポリオ撲滅に向けた

最終段階の奉仕活動として協力してほしいというものであ

りました。③日本のロータリー100周年について。東京ＲＣ

が設立されて2020年でちょうど100年目を迎えます。ちょう

ど東京オリンピックの年と重なり盛大に記念式典を計画し

ているとのこと。最後に、地区大会に関して、福井県で

2017年４月８、９日開催される地区大会は、今までと内容

を大きく変えて開催するとのこと。今年度からは、ロータリ

アンのための地区大会を目指し改革を行っていくとのこ

と。是非、ご出席いただきますようにお願いいたします。 

 ５０分という短い時間でしたが、刀根ガバナーの説明を

お聞きして、現状のRIの動き、問題点などをやさしく説明

頂き、我々がしなければならないこと、変えなければなら

ないことが明らかになった気がしました。何か今までと変わ

るのではないかという期待感を感じる会議となったと思い

ます。 

 

前回例会報告 
 本日はガバナー公式訪問例会

で初めて彦根ＲＣ、彦根南ＲＣの

合同でそれぞれの会長の挨拶の

後、ガバナーアドレスを受けまし

た。 

 ガバナーアドレスでは、「今回公式訪問

合同例会を開催して頂き、心から感謝申し

上げます。また日頃のご理解ご協力に感謝

しています。国際ロータリーのテーマ「人類

に奉仕するロータリー」は、シンプルかつ

ロータリーの本質をついている。ロータリー

が創設されて110年を迎えるなか時代の変化のなかでも

「人類への奉仕」はロータリーの礎である。ロータリー創設

者のポール・ハリスは「人に奉仕することは責務である。」と

述べました。このテーマを達成するために誠実に平和を

祈り、120万人のロータリーメンバーが多様性、柔軟性を

もったチームとなり、このテーマを実践し毎日一ついいこと

をすることを心掛けてほしい。今年度の地区テーマは「夢

を語り、現在を刷新」です。サービスとは何かをもう一度振

り返り、進むべき道を考えていきたい。 



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 

会報委員会  ／  小田柿喜暢  那須賢司  嶽釜信一  永井裕樹 

 会員数 当日出席 ﾒｰｷｬｯﾌﾟ 出席率（％) 

９月２９日 ６２（１３） ４８（５） ２ ８８．８９ 

９月 ８日 ６２（１３） ３８（６） １２ ９２．７３ 

出席報告 

他クラブプログラム予定 

 

 

 

 

 

 

 

「入りて学び、出でて奉仕せよ。」との言葉が先日受講した

研修会の会場の入り口に掲げられていた。有用な職業に

ついておられるみなさんが例会という場で奉仕の心を持ち

寄り、それぞれの家庭や職場、地域に持ち帰り実践して

頂きたい。ロータリー真の姿委員会では、「ESS」という言

葉を用いている。Eはenjoy、Sはstudy、Sはserviceの頭文

字で、毎週の例会で楽しみ、ごく自然に世のため、人のた

めにお互い学びあい、奉仕をする。120万人のロータリア

ンの輪が結集し国際安定に貢献することである。ポール・

ハリスは「最もよく奉仕する者、最も多く報いられる」と述

べ、奉仕をすることは人の役に立つことがだけではなく、

自分のためになると言っている。小谷元RI理事は、〈ロー

タリーは曲り角にきている〉 〈ロータリーは何処へゆくのか〉

といった言葉が交わされるようになってから、何年たったろ

うか。創立100年という年を間近にひかえてこのままでよい

のか、といった不安が残っている。今一度、ロータリーの持

つ概念を洗いなおし、過去をふり返って自省し、再構築す

るべき時ではなかろうかと語っている。地区テーマ「夢を語

り、現在を刷新」にはこういう思いを込めている。能の世阿

弥は、60歳の時著書「花鏡」で「初心忘れるべからず」と述

べた。新しい事態への対処法、どうやって試練を乗り越え

るのかというときに用いるが「初」という字には、着物にはさ

みを入れて仕立て直すという意味があり、勇気を持つこ

と、昨日とは違うことをすることの意味が込められている。

ニーズに合ったロータリー活動、素晴らしいロータリー、友

愛の念を持って常に変革し、今日から変革していきましょ

う。最後に第2660地区の戸田孝ＰＧが言っておられた話を

したい。「北陸のある夫婦のもとに、知的障害をもった子供

が生まれた。何年後かには弟が生まれたが、2歳を過ぎて

言葉が話せるようになると、兄が「バカではないか」と言うよ

うになった。当初は叱ろうかと思ったが、将来兄の面倒を

みるのは弟であると思い、弟の言ったことをすべてノートに

メモすることにした。ある七夕の日に多くの人が家に遊び

に来た。その時に兄は興奮して、お客さんをぶったが、そ

の時、弟は「ぶつなら自分をぶって」と言った。母は涙があ

ふれてノートにありがとうと書いた。感動とはこんなものと

思った。弟が小学校に入り、弟の隣の子が手が不自由な

小児マヒの子であった。母は学校でも弟が同じ境遇である

ことを憐み引っ越しまで考えた。体育の時間、体操服に着

替えるの先生は手助けせずにしていた。初めての体育の

授業の日は30分経ってその子が恥ずかしそうに出てき

た。しかし次の体育の授業では驚くべき光景があった。授

業開始にその子が体操服に着替えて出てきていた。実

は、弟は自分の着替えを先に済ませ、その子の着替えを

手伝っていた。手が不自由なので着せ替えを手伝うのは

たいへんだと思った。先生はそのことを誉めようとしたが我

慢した。また七夕の日だが父母の会があり、それぞれの子

供たちの短冊に書いた願いを読み上げていた。「小遣い

がほしい」とかの願いの後、「神さま、隣の子の手を治して

あげて」という短冊をみて思わず体育の授業のエピソード

を話した。その時、廊下にいた小児マヒの子供の母親が

弟の横に来てひざまずいて「ありがとう」と言った。兄を想

い、着替えを手伝う勇気、優しい心が育った。これが人と

して生きる道であり、思いやりの心である。」という話をされ

た。現在は、二元論つまり、「自分と他人」「過去と未来」の

発想だが、一元論発想つまり「すべての人がつながってい

る。不幸にも喜び、感謝の念を持つ。」これがロータリーの

奉仕の原点である。ロータリーをどう変えるのか、自己研

鑽の効果がある。魅力があればロータリーには自然と人が

集まる。21世紀の夢に向かって頑張りましょう。」とお話を

頂きました。 

お客さま 
刀根荘兵衛氏（第２６５０地区ガバナー） 

辻 喜八郎氏（ガバナー補佐）  山本 等氏（地区幹事長） 

中山勝美氏（公式訪問担当幹事） 

ニコニコ箱 

（本日計 121,000円・累計 898,000円・達成率29％） 

自祝金…刀根ガバナー、辻ガバナー補佐、山本幹事長、 

  中山公式訪問担当幹事 

ＩＭ、事務局様はじめ皆様いろいろとお世話になりました 

  …梅田満壽雄君（彦根南ＲＣ） 

刀根ガバナーをお迎えしての公式訪問例会、よろしくお 

  願いいたします…宮川君、田井中（徹）君、本登君 

刀根ガバナーをお迎えして…小椋君、谷君、本庄君、杉 

  本（克）君、中川君、藤田（益）君、西村君、岡田（建）  

  君、石原君、吉原君、北村（登）君、大舘君、安居（秀） 

  君、土田君、安居（継）君、田井中（順）君、岡君、松田 

  君、御代君、角田君、近本君、嶽釜君、川原崎君、近 

  藤君、嶋津君、永井君、宇佐美君、片岡君 

①ガバナーをお迎えして②久しぶりの合同例会…小菅君 

公式訪問、合同例会を祝して・・…秋野君 

ガバナー公式訪問を迎えて…清水君、青木君 

刀根ガバナーをお迎えして。南ＲＣさんご苦労様…森君 

刀根ガバナー、辻ガバナー補佐、山本幹事長、中山公式 

 訪問担当幹事さんをお迎えして…田部（泰）君、小島君 

合同公式訪問例会が成功しますように…大塚君 

ガバナー公式訪問、ようこそ彦根においで下さりありがとう 

  ございます…小田柿君、渡邊君 

刀根ガバナーをお迎えして。彦根南ＲＣの皆様と共によろ 

  しくお願いします…今村君 

９月１７日ゴルフ同好会ゴルフコンペでメンバーとハンディ 

  キャップに恵まれ優勝しました…安居（継）君 

１０月 ７日(金) 長浜東ＲＣ 「躍進するベトナムと日本」     

１０月１０日(月) 長   浜ＲＣ 「休会」 

１０月１０日(月) 五 ・ 能ＲＣ 「休会」  

１０月１１日(火) 長浜北ＲＣ 「大道芸フェスタin虎御前を 

             終えて」 

１０月１１日(火) 彦根南ＲＣ 「休会」 


