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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（2017.1.19） 

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』 
    「負けんとき : ヴォーリズ満喜子の種まく日々」 玉岡 かおる  (著)  2014/7  
    明治半ば、播州(兵庫県南部)小野藩最後の藩主の娘として生まれた一柳満喜子。 

    封建的な家で育った満喜子だが、平民の通う女学校に進んで、アメリカ人教師から 

    英語やキリスト教の精神を教えられ、神戸女学院では音楽を学ぶ。乳兄弟の佑之進 

    との恋は実らず、傷心の彼女はアメリカに留学することに…。運命に翻弄されながら 

    も、自らの人生を切り開いていった女の姿を描く感動の大作。（出展：amazon） 

 

第３１４４回例会 
２０１７．１．１２ 

 

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 

 「私の夢」 

 幹事報告 

 委員会報告 

 ニコニコ箱報告 

 出席報告 

卓話 

 「年男 新年の抱負 」  

閉会点鐘 

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） 

          西村 昭君（１月２１日） 

          北村 登君（１月２５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） 

 

１月のスケジュール 

１／１２ 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） 

   １４  第２回青少年奉仕担当者会議 

                    （１３：００～メルバルク京都） 

   １６ 浦部謡曲教室（１９：００～千代神社） 

   １９ ワインクラブ（１８：００～ホテルサンルート彦根） 

   ２４ 規則委員会（１８：００～伊勢幾） 

   ２６ 謡曲同好会お稽古（１３：４０～彦根ビューホテル） 

   ３０ 浦部謡曲教室（１９：００～千代神社） 

 

ロータリーの友１月号 必見どころ 

 横書き Ｐ２８…「心は共に 東日本大震災」 

 縦書き Ｐ４ …「世界に売れる Made in Japan」 

 

 

  近江商人に学ぶ訪問例会 

    １２：００～ 於．近江商人博物館 

    バス 彦根駅東口１１：００ 会議所１１：１５ 

タマネギのスープ、カレー風味 パン コーヒー 

仔牛のブランケット、野菜添え サラダ デザート 



 

 

 

新年ご挨拶 

                         会長 宮川基司 

 新年明けましておめでとうございます。 

メンバーの皆様にはご家族お揃いで良い年

をお迎えのことと存じます。 

 今年度２０１６～１７年度も上半期が過ぎま

した。これもひとえにメンバー皆様のおかげと

感謝いたしております。 

 ７月の新年度に始まり、あっという間の半年ではありまし

たが、公式訪問例会、青少年委員会や社会奉仕委員会

の事業、年次総会、年忘れ家族会等無事終えることがで

きました。本当にありがとうございました。 

 これからの下半期、本年度会長テーマであります「未来

に向けて 魅力あるロータリーに」のもと、来年は６５周年

であり、その１０年後は７５周年という大事な節目の年を迎

えます。そのためには彦根ロータリークラブは今以上に活

力あるクラブにならなければならないと思っております。 

会員増強も大変重要であります。メンバー全員の協力なし

では成し得ないことでありますし、未来のクラブのために

今以上魅力あるクラブを目指してメンバー全員が同じ思い

で同じ方向に向かって一歩が踏み出せるように皆様と共

に考えていければと思っております。皆様のご協力よろし

くお願いいたします。 

 新しい年、平成２９年が皆様にとって幸多い年でありま

すよう祈念いたしまして、新年のご挨拶とさせて頂きます。 

 

 

 

 

年男年頭所感 

                 清水克己（昭和２０年１月５日） 

 新年明けましておめでとうございます。

本年も何卒よろしくお願い申し上げます。 

 私にとって今年は六周目の酉年を迎え

ることになりました。一周目の年男の時は

何も解らぬまま迎えたと思っております

が、二周目は社会人として踏み出した時

でありました。それから三周四周五周目と５０年近く過ぎた

今日まで多くの出会いとご縁を頂きました。過去を振り返

ると、一つ一つの思い出が走馬燈のように頭の中を駆け

巡り、時間の経つのを忘れることがあります。 

 これからの人生どこまで続くか定かではありませんが、こ

れまで頂いた多くのご縁を大切に、そしてお返しのご奉仕

が出来るよう努力し、また元気で体が動けるまで、夢であ

る世界遺産を訪ねる旅が続けられるよう、健康に気をつけ

て歩んで行きたいと思っております。 

 

年男年頭所感 

「一日一生」 

                 田部正俊（昭和２０年２月４日） 

 新年おめでとうございます。 

この２月で７２才となります。普段の生活は酉

年だけに（？）朝早く目覚め、一日中じっとし

ていることなくこぜわしく動き廻る毎日です。

このあたりの年令では会社では役職の継承

がなされ、少し自由な時間ができ、個人としてはこれまで

の人生を振り返り、今後の生き方を改めて考え直す機会

かと思います。その例が自分史を本に著す方もおられると

思います。残念ながら私には自分史を書く程華やかで数

多くのエピソードもありませんが、一度考えてみたいなあと

思っています。 

 「一日一生」「今日の後に今日はなし」ということわざがあ

ります。一生は一日一日の積み重ね、今の積み重ねが今

日一日を形成する。このようなことを考えれば一日一日を

大切に有意義に過ごしたいものと思っております。情報や

物があふれ満ち足りている中で自分に必要なもの大切な

ことにエネルギーと時間を注ぎ、引き算の人生を心掛け

日々過ごしていければと願っています。孫達の成長を見

守り、手助けをしながら、趣味のスキー、山登り、温泉巡り

など体力気力が続く限り、新地を求めて挑戦したいと思っ

ています。年の始めにあたりこのような気持ちを新たにし

た所です。今後ともよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

情報集会結果報告 
◇第４班 

（１）私にとってのロータリーの魅力 

・社会への奉仕を目的としたクラブであるため、自分の考 

 え方の参考になる 

・他業種の人から新しい情報を得ることができる 

・地元の人や転勤で来られた人など幅広く交流を深めるこ 

 とができる 

・例会以外にも飲む機会やゴルフの機会等を通じて更に 

 メンバーの素顔を知ることができ魅力を感じる 

（２）彦根ロータリーをさらに魅力あるクラブにするためには 

・卓話を充実させることで魅力あるロータリーになるのでは 

 ないか 

・楽しいロータリークラブでなければ長続きしない。魅力あ 

 るクラブとは楽しいクラブづくり 

・ベテランの問題意識と入会若手の問題意識に差がある 

 のではないか。其々で集まって現状の課題と解決策を 

 考えるのも一手ではないか 

・彦根ロータリーは他ロータリーと接する機会が少ない 

・奉仕プロジェクトの参加率が低い 

・昔に比べて優しく声をかけてくれる先輩が少なくなった 



 

 

 

◇第５班 

・たえず自問自答しているが答えが見つからない、数年続 

 けているがやめる理由もないし、行く理由もある。 

・充実して、ロータリーに来ている訳ではではないが、自 

 分から進んで刺激を求めてやっていかなければならな 

 いと思うが、なんとなく出席してなんとなく帰って行く。 

 魅力としては、一人で居るより吸収することが多い、講師 

 の方々の話を聞いたり、飲みに行ってコミユニケーション 

 を図る、その積み重ねで良くなってきている。 

・ロータリークラブの基本がよく分かっていない、ロータリー 

 について学ぶ等の研修をしてほしい。メークアップのた 

 めにＥクラブを良く見るが、１時間くらい会長の時間や卓 

 話を聞いていると勉強になるし、感想を３００字書くことに 

 よって、意見が書けて吸収できる。ロータリーについて 

 は、皆様に説得できるほど理解していないがロータリー 

 は奥が深いと感じている。異業種の方々の話を聞いてい 

 るだけでも楽しいし、飲んで話をすると本音もでるし、コミ 

 ユニケーションでき、私はだいぶ助かってる。 

・魅力というより、居心地が良い、仕事をしてきて、ロータ 

 リークラブに来ると息抜きができる。最初は自分をどう出  

 していいのか分からなかったが、人と話していると、人を 

 観察して話すことが出来るようになり、人によって話し方 

 が変わってくるまで成長できたと思う。 

・深く学ぶ勉強や難しいことを考えずに、「人の役に立てる 

 ことが何かなー」と思っているが、入会の動機 国際ロー 

 タリーとか難しい勉強も大事だが、市民の方々にロータ 

 リークラブをもっと知ってもらうことが大事、「ロータリーク 

 ラブの人あんなことやっておられる」と言われるように地 

 域の人に奉仕して、感動を与える仕事を少なくとも今の 

 ２・３倍しなければならないのと広報活動を盛んにやる｡ 

・今、石田三成プロジェクトをやって、子供たちに教えた 

 り、佐和山城に登ったりしている姿を市民に活動を知っ 

 てもらう新聞広告・折込でロータリークラブを知ってもらう 

 ための宣伝が必要、それによって、もっと活動をしなくて 

 はと思う気持ちが沸いてくる。また、単純な小さな活動し 

 て広報して地元の人にみせるとやる気を出す､出させる｡ 

・活動はしていかなければいけない。理想を言えば、活動 

 を通じて個人が魅力ある人間になれば、おのずとその団 

 体は魅力あるクラブになるし、入会する人も多くなる。 

・自分にとって仕事上での疲れを例会に出席することで、 

 ストレスの解消になるし、リラックスできる場である。 

・入会動機は、人それぞれ違うが、自分にとって人脈を増 

 やしたいと思い、入会したが、今ではフランクに話できる 

 友ができ、やめずに続いている。自分にとってロータリー 

 は２０～３０年前のようにステイタスを持たなければ、現在 

 はぬるま湯、少し甘くなっている、もっと厳しくないとだめ 

 だと思っている。 

・彦根ロータリーは国際ロータリーと違う、職業分類は彦根 

 で職業に対して第一人者での集まりであって、もう少し 

 厳しいほうがいい。 

・ロータリーの精神である社会貢献・社会奉仕など、何も 

 今は出来ていないが、異業種のいろいろな方々と話が 

 できるのがうれしいし、楽しい。 

  

・「形から入って、心にいたる」という言葉があるが、今の自 

 分は形にはなって来ているが、心までいたっていないの 

 が現状である。先輩の皆様が、居心地が良いとか、息抜 

 きができるとか言っておられるが、自分は居心地は悪い 

 とは思っていないが、息抜きは出来ない。長く続けて居 

 られる方が多くいらっしゃいますが、私は皆様のように心 

 に来る日があるのかと思いながら続けている。自分には 

 到達していない何かを探している。 

・ロータリーで本に出てるように真剣にやるんだったら、自  

 分の本業が出来なくなる、程よいかかわり方がいい、難 

 しいことを考えない方がいい。 

・人間として生まれたからは、何もせずに過ごすより、(大き 

 なことをしなくても)人のために役だつことをすれば、心に 

 も満足が生まれてくる。大きなことをしなくても、人の貢献 

 する、続けていくことが大事。 

・「何と無く、いいと思えることを、深く考えずにやっていく」  

 深く考えると、何も出来ない、出来る範囲を考えて、仲間 

 をつくる、仲間をつくってやる。 

 

 

◇第６班 

（テーマ１：私にとってのロータリーの魅力） 

○異業種、個性豊かなロータリアン達との出会いが最大 

 の魅力。例会や各種の活動を通じて、多様なモノの見 

 方、経営のヒントが得られる。親子二代の会員は「家庭 

 や職場での父とは違う一面と、偉大さを改めて実感」と。 

 ベテラン会員は「厳しい中にも可愛がってくれた諸先輩 

 のおかげでロータリーの良さを実感。日本の社会・組織 

 の良き伝統が今もロータリーに息づいている」との声が。 

○魅力のキーエレメントは、やはり「例会」。「様々な分野 

 で活躍する会員方の卓話は魅力的」、「例会出席で一 

 週間のリズムが整う」「週１回スーツに着替えることで、精 

 神的にもリフレッシュ」などの意見が。 

（テーマ２：さらに魅力あるクラブにするには） 

○大きく二つの意見に。一方は「彦根ロータリーの『堅い』 

 イメージを払拭するため会員勧誘や情報発信の一層の 

 強化、外部とのコラボレーションなどを」という＜変化・拡 

 大路線＞。そしてもう一方は、「堅苦しいからこそ他の仲 

 良しクラブとの差別化につながる」「もっと厳しく、純化路 

 線で。少数精鋭でよい」といった＜伝統・保守路線＞。 

 いずれの意見も、クラブを「どう光らせていけばよいか」を 

 突き詰めたもの。今後のクラブのあり方の議論において 

 大きな糧になるものと思います。 

 

 

◇第７班 

①私にとってのロータリーの魅力 

・色んな方々に会える。異業種の方々と交流できる。 

・自分の職業で社会に奉仕しているということ。 

・奉仕の精神を学べる。 

・委員会等、一年毎なのでいろんな経験ができる。 

・同好会等で人間関係が形成される。 

・友達が増えて、いろんな所へ行ける。 

・（昔は）一業種一社なので、その地区でその業種で一番 

 というプライドが持てた。 



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（％) 

１２月２２日 ６２（１３） ４４（４） ３ ８８．６８ 

１２月 ８日 ６２（１３） ４４（６） ７ ９２．７３ 

出席報告 

他クラブプログラム予定 

②彦根ロータリーをさらに魅力あるクラブにするには 

・とにかく新入会員の増員は不可欠である。 

・堅い、厳しいなどのイメージを払拭しないと会員増強は 

 望めない。 

・もっと同好会を増やして親睦を深める。 

・社会のためになる上に、自分も楽しいというアピールを 

 する必要があるのでは？ 

まとめ 

①の項目については皆さん各々の思いを語っていただき

ました。やはり、いろんな方々と知り合えるという意見が一

番多かったに思います。 

②に関しては終始、会員増強が不可欠ということで、合

法・非合法はさておき様々な勧誘方法について意見を交

換しました。 

 

 

 

 

 

 

前回例会報告 
 会長の時間で、宮川会長は「２０１６年最後の例会となり

ます。今月は疾病予防と治療月間です。世界では大変重

要な問題です。そこで、これに先立ちポリオ撲滅支援で８

月に一人千円の寄付をさせていただきました。１２月２０日

には彦根ローターアクトクラブの最終例会を行いました。

会員は現在６名ですが、来年は卒業者と産休で２名減と

なり実質４名となってしまいます。少ないメンバーでの活動

となりますので我々も支援していきたいと思います。」と話

されました。 

 「私の夢」スピーチは、那須賢司君。「１００年

企業というのが２万７,４４１社あるそうですが、

私の会社は現在３０年ほどですが、１００年企

業となるには４代５代と引き継いでもらわないと

いけません。今行っている職責を全うし、進化

し高めて企業体質を強くしていき１００年企業にしたいと思

います。」と話されました。 

 本日の卓話は、「これまでの通信サービス、

これからの通信サービス」永井裕樹君。過去

の電話の歴史（例えば、ダイヤル式の家庭用

黒電話、型掛け式携帯電話など）について写

真を交え紹介されました。その中で、メール

機能を持った携帯電話が世に出てから、現在は、家庭用

固定電話を携帯電話が超えるという大きな変化があった

を説明されました。その中で、ICT（ Information and Com-

munication Technology／インフォメーション・アンド・コミュ

ニケーション・テクノロジー）でいろんなことが出来るように

なり、身近なところでは、四番町スクエアにて旅行者対象

のQRコードを使用したサービスが出来るようなりました。こ

のようなサービスが広がって、より良い生活に結びつくこと

を願っているということを話されました。 

ニコニコ箱 

（本日計 93,000円・累計 1,725,000円・達成率57％） 

今年一年お世話になりました。来年もよろしくお願いいた 

  します…宮川君 

本年もお世話になりました。来年もよろしくお願いいたしま 

  ます…小椋君、本庄君、田井中（徹）君、今村君、田部 

  （正）君、安居（継）君、田部（泰）君 

今年もお世話になりました。来年も良い年となりますように  

  …谷君 

この一年に感謝…北村（登）君、清水君 

今年一年間いろいろとお世話になりありがとうございます 

  …藤田君 

宮川会長、本庄幹事！折り返し点にきました。残りも“自 

 分流”で思い切りやって下さい。期待してます…秋野君 

２０１６年大変お世話になりました。２０１７年よろしくお願い 

  します…石原君 

一年間ありがとうございました。来年もよろしく…杉本君 

今年一年間お世話になりました…西村君、小菅君、中川 

  君、安居（秀）君、大舘君 

今年もお世話になりました。来年よろしくお願いします。 

  「私の夢」話す機会をいただいて…那須君 

上半期も終わりました。下半期もよろしくお願いいたします 

  …大塚君 

今年も最後となりました。一年間ありがとうございました。 

  先週の家族会大変楽しみました…大森君 

年の瀬を迎えました。来る年が健やかな良い年となります 

  ように…渡邊君 

２０１６年最終となりました。本年はお世話になりました。来 

  年もよろしくお願いします…小田柿君 

今年も例会大変お世話になりました。ニコニコも半年の目 

  標を達成しており来年も宜しくお願い致します…岡君 

卓話の時間をいただきありがとうございます…永井君 

年忘れ家族会で良いものをいただきました。皆様いい年 

  をお迎えください…田井中（順）君 

年忘れ家族会でたくさんの景品をいただいて…西村君 

年忘れ家族会楽しかったです。ありがとうございました 

  …本登君 

誕生日を祝っていただいてありがとうございます。８０才の 

  大台になります…藤田君 

誕生日を祝っていただいて感謝します…青木君 

妻の誕生日を祝っていただいて…吉原君 

皆出席を祝って頂いて。一年間ありがとうございました 

  …森君 

皆出席を祝っていただいて…西村君 

皆出席４年ありがとうございます。さらに修行に励みます 

  …上田君 

一年間皆出席することができました…本登君 

１月１３日(金) 長浜東ＲＣ 「職業奉仕月間にちなんで」     

１月１６日(月) 長   浜ＲＣ 「新年例会」 

１月１６日(月) 五 ・ 能ＲＣ 「新年例会」  

１月１７日(火) 長浜北ＲＣ 「新年祝賀会」 

１月１７日(火) 彦根南ＲＣ 「ＱＣサークル活動で職場の絆
を育て現場力を高め次の成長
を目指そう」 


