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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（2017.2.2）  

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』 
    「ニコライ遭難 」 吉村 昭  (著)  1996/10 
  明治24年5月、国賓のロシア皇太子を警護の巡査が突然襲った。この非常事態に、 
  近代国家への道を歩み始めた日本が震撼する。極東進出を目論むロシアに対し、 
  当時日本は余りにも脆弱であった―。皇太子ニコライへの官民を挙げての歓待ぶり、 
  犯人津田三蔵の処分を巡る政府有力者と司法の軋轢、津田の死の実態など、 
  新資料を得て未曾有の国難・大津事件に揺れる世相を活写する歴史長編。 
                                             （出展：amazon） 

 

第３１４６回例会 
２０１７．１．２６ 

 
開会点鐘      
ロータリーソング斉唱 
 「それでこそロータリー」 
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 
 「行動観察手法とその活用事例」 
 ゲスト： 
  ㈱オージス総研  
  行動観察リフレーム本部ビジネス 
  企画部（行動観察研究所） 
  主席研究員 シニアリサーチャー 
        佐伯 円 氏 
 担 当：嶽釜信一 君 
閉会点鐘 

お祝い 

会員誕生日   本登忠雄君（１月２９日） 

ご夫人誕生日  細江君ご夫人正子さん（１月２８日） 

           井の下君ご夫人弘子さん（１月３０日） 

皆出席       宮川君…１５年  嶋津君…７年 

 

近江商人に学ぶ訪問例会報告 

     職業奉仕委員長 上田勝之 

 １月１９日（木）近江商人博物館にて

訪問例会を開催いたしました。卓話

には、学芸員の上平千恵様に「近江

商人とその教え」について、近江商

人の歴史や先人の取り組みなど「三

方よし」についてスライドを使用して学びました。その後、三

階にある展示館に移り貴重な史料や商人の生活ぶり、先人

が苦労してその信用を築きあげた一旦を垣間見ることができ

ました。また体験コーナーでは、実物の天秤棒を担いだり、

千両箱の重さを体験することが出来ました。ご参加の皆様あ

りがとうございました。 

前回例会報告 
 「私の夢」スピーチでは、西村 昭君が「１月に 

７５歳になります。これまで学校教材を販売する

仕事を５７年間してきました。もともと母が始めた

事業で６９年目になります。来秋には創業７０年に

なりますがこの時期に息子へ世代交代することを考えていま

す。１００年企業を目指していこうと思うが、息子が自分の歳ま

で頑張ればちょうど１００年になります。現在彦根では８６社が

１００年企業と言われていますが、そこを目指し、私自身も行

けるところまで頑張りたい」と話されました。 

 本日の卓話は、近江商人博物館 学芸員の上

平千恵様が「近江商人について」と題して話をさ

れました。 

 「近江商人とは、江戸時代に近江に拠点を置

き、旅をしながら他国で稼ぐ人達のことを称して呼んでいま

 

  「ロータリー活動の国際性について」 

  ゲスト ： 地区国際奉仕委員 岡村遍導 氏 

  担 当 ： 国際奉仕委員会 

幕の内 



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（％) 

 １月１９日 ６２（１３） ３６（１２） ５ ８０．３９ 

１２月２２日 ６２（１３） ４４（４） ４ ９０．５７ 

出席報告 

他クラブプログラム予定 

す。北海道から九州まで全国が商圏でした。江戸は近江

の麻布を扱っており、当時彦根藩が将軍家や諸侯への上

納品とし、上質なものだけを選別し、全国へ流通させてい

ました。このことにより、高い品質を担保する狙いがあった

と想定されます。近江商人をルーツにもつ会社は、現在

多角化が進んでいるもののアパレル事業を営む会社が多

く、例えば、ふとんの西川の西川産業や、ツカモトコーポ

レーション、高島屋、伊藤忠、丸紅などがそうです。「三方

よし（売り手よし・買い手よし、世間よし）」は、商いは売り手

も買い手も適正な利益を得る取引きでなければならない、

という解釈が最近の研究者が定義しているものですが、当

時、そのような言葉があった訳ではありません。一方、伊

藤忠兵衛は「商売は菩薩の業、商売道の尊さは、売り買

い何れをも益し、世の不足をうずめ、御仏の心にかなうも

の」を座右の銘とし、西川利右衛門家は「義を先にし、利

を後にすれば栄え、富を好しとし、其の徳を施せ」を家訓

として教えていました。このように、近江商人は、共存共栄

の精神を忘れず、目先の利益にとらわれず長い目で見て

世の中の役に立つことを選択してきたと言われています。

近江商人になぜ世間よしの精神が育まれたかは、矢尾喜

兵衛に秩父で酒造を創業した人物であるが、「遠国渡世

の身分は、地の商人衆と違い、身持ち、また格別に正しく

あるべき」としており、行く先々で信頼を勝ち取るために成

立した精神だと思われます。」 と話されました。 

お客さま 

上平千恵氏（ゲスト：近江商人博物館 学芸員） 

ニコニコ箱 

（本日計 51,000円・累計 1,910,000円・達成率63％） 

移動例会職業奉仕委員会さんお世話になります…宮川 

  君、大塚君、田井中（徹）君、田部（正）君、杉本（克） 

  君、本庄君、渡邊君、青木君 

職業奉仕の原点学ばせていただきます…小椋君 

老舗企業のすごさを勉強させていただきます…秋野君 

近江商人博物館への移動例会に参加して…藤田君、山 

  﨑（滋）君、田部（泰）君、 

訪問例会に感謝…北村（登）君 

夢を語らせて頂きます…西村君 

多くの出席ありがとうございます…森君 

職業奉仕移動例会有難うございます…清水君、近本君 

近江商人博物館楽しみです…垣平君 

本日は近江商人の勉強しっかりさせて頂きます…永井君 

職業奉仕の皆様ありがとうございます。良い企画をして下 

  さって感謝です…嶋津君 

移動例会お世話になります…岡田（建）君、嶽釜君、岡田 

  （眞）君、小菅君、西村君 

１月２７日(金) 長浜東ＲＣ 「夜間例会」     

１月３０日(月) 長   浜ＲＣ 「中高齢者の睡眠問題と 
            その解決」 

１月３０日(月) 五 ・ 能ＲＣ 「会員卓話」  

１月３１日(火) 長浜北ＲＣ 「日本のへそ」 

１月３１日(火) 彦根南ＲＣ 「休会」 

会 長 小椋 政昭 

会長エレクト 安居 継彦 

副会長 山﨑  滋 

幹 事 田井中 徹 

会 計   那須 賢司 

ＳＡＡ 安居 秀泰 

副ＳＡＡ 杉本 克実 

直前会長 宮川 基司 

理 事 
 （会員増強） 

西村  昭 

理 事 
 （公共イメージ） 

嶋津 慶子 

理 事 
 （クラブ管理運営） 

上田 勝之 

理 事 
 （奉仕プロジェクト） 

今村 康博 

理 事 
 （財団・奨学金） 

森  育男 

  

６５周年実行委員長 森  育男 

６５周年副実行委員長 岡田 建三 

     〃  本庄 秀樹 

  

第２６５０地区 
 パストガバナー 

 
山崎 時雄 

第２６５０地区 
 ガバナー補佐 

 
岡田 建三 

常任委員会 委員会 委員長 副委員長 委 員 

会員増強  会員選考 清水 克己 大森修太郎 小菅 一彦 

  西村  昭   会員増強 （西村 昭） 和田 一繁 川原崎清三 

  職業分類 御代麻理子 瀧沢 隆司  

  ロータリー情報 本庄 秀樹 田井中順次 岡 銑三郎 

公共イメージ  広報雑誌 （嶋津慶子） 永井 裕樹 宇都宮靖雄 

  嶋津 慶子    会  報 赤嶺 英光 近本 和也 大塚 義和  渡邊 僖子   

クラブ管理運営  出  席 石原 成郎 田部 正俊   

  上田 勝之  ニコニコ 田部 泰男 北村  登 細江 正人 

     親睦活動 （上田勝之） 宇佐美雅也 松本  智   堤  秀記 

土田 博士  中居 隆幸 

  プログラム 中川 勝晴 片岡 哲司 秋野 正誠 

奉仕プロジェクト  職業奉仕 吉原  保 小島 充子 戸所 岩雄 

  今村 康博  社会奉仕 （今村康博） 垣平 裕司 青木 竺峰  嶽釜 信一 

  青少年 角田  仁 松田 充弘 山崎 時雄 

   ローターアクト 本登 忠雄 大舘 康伸  

  国際奉仕     小田柿喜暢 岡田 建三 北村 昌造 

財団・奨学金  ロータリー財団 岡田眞智子 谷  節雄 神野 佳樹 

  森  育男  米山奨学 近藤市右ヱ門 藤田 益平 井の下精作 

２０１７～２０１８年度役員・理事及び委員会構成 


