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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 （2017.7.6） 

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』 

     「小説 石田三成」 童門 冬二(著) 1996/9 

  石田三成は秀吉の政治・経済・外交政策の忠実な継承者であり、また豊臣政権の文治派 

  官僚のトップとして、政策立案、遂行に存分の偉才を発揮した。秀吉が目ざした国際化、 

  重農主義と合わせて重商主義、それを実現するために経営感覚・経済感覚のすぐれた 

  武士の登用など…それらの条件を満たした近江出身の石田三成を著者独自の視点で 

  描いた渾身の書き下ろし長編。                           （出展：amazon） 

 

第３１６５回例会 
２０１７．６．２９ 

 
開会点鐘 
ロータリーソング斉唱「奉仕の理想」 
会長の時間 
 ｢私の夢」 
 幹事報告 
 委員会報告 
 ニコニコ箱報告 
 出席報告 
卓話 
 「役員期末挨拶」 
    幹 事 本庄秀樹 
    副会長 谷 節雄 
    会 長 宮川基司 
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」 

ご挨拶 

      会長 宮川基司            

 ジャン・ジャームＲＩ会長は「人類に奉

仕する  ロータリー」を会長テーマとさ

れ、刀根ガバナーはロータリーのあるべ

き姿を思い描き、夢を語り、未来を見つ

め、高い理想をそこに求め、そこからい

まを創造する、刷新することがいま求め

られているということで、ロータリーの未

来を共に考えていければと「夢を語り、

現在を刷新」を地区スローガンにされました。 

 ５年後、１０年後を見据えて、彦根ＲＣの未来をメンバーと共

に考える一年になればと「未来に向けて 魅力あるロータリー

に」をテーマとさせていただきました。 

 年頭初に委員長さんには出来るだけ多くの委員会を開催し

ていただき、委員会メンバーとコミュニケーションを取ってい

ただきたいと、そして、常任委員会でも委員会同士の連携を

密にし、目標を共有していただきたいとお願いしました。 

 例会では、刀根ガバナーのスローガンの中の「夢」をテーマ

に各例会でメンバーが順番に「夢」について語っていただき

ました。 

 本年度、地区補助金を受けて、「石田三成公いいひとプロ

ジェクト」を企画、開催いたしました。１０月から翌年２月までの

５ヶ月間に子ども達が自分の住んでいる町の歴史、そして文

化を学ぶことによって、将来自分の生まれ育った町の歴史を

語れる人に、そして、郷土愛を育み、故郷を思いやる人の育

成を目的に開催いたしました。 

 ４１回目を迎えるロータリー杯少年サッカー大会、京都サン

ガのコーチ陣を迎えてのサッカー教室も天候に恵まれ、無事

開催いたしました。 

 近江商人に学ぶ移動例会や、本年も大洞弁財天様にお世

話になった花見例会、納涼例会、創立記念例会、年忘れ家

族会と、通常例会以外の魅力ある例会を開催していただきま

した。 

 

 

新年度役員挨拶  

特別お料理 



 

 

 刀根ガバナーの公式訪問例会は本年度は９月に彦根

南ＲＣとの合同の公式訪問例会を開催いたしました。 

 会員増強では、なかなかいい結果を残すことが出来ま

せんでしたが、次年度に向けて、いい情報を申し送れると

思っております。 

 規定審議会に基づいて、当クラブに合った定款細則の

見直しを、規則特別委員会を立ち上げて一年間議論して

いただきました。かなりいろいろな部分で緩和されてきまし

たが、ロータリーの基本はしっかりと守っていかなければ

ならないと思います。 

 ロータリー財団、米山記念奨学も寄付の重要性を充分

理解していただき、クラブの寄付金目標を達成していただ

きました。 

 この一年間、私のような者が会長として会長の責務を果

たせましたのも、役員、理事、各委員長そしてメンバーの

皆様のご支援、ご協力のお陰と感謝しております。 

 最後に私の出来ないところをすべて補っていただいた

幹事さんには大変お世話になりました。長いようで短い、

本当に楽しく有意義な一年を送らせていただきました。 

 

 

 

ご挨拶 
幹事  本庄秀樹 

 宮川会長のもと、幹事という大役を仰

せつかり、この一年間を過ごさせていた

だきましたが、その責務を十分全う出来

ず、会員の皆様方には大変なご迷惑を

お掛けしましたことをお詫び申し上げま

す。 

 さて、今年度の会長テーマは「未来に

向けて 魅力あるロータリーに」で、また、第２６５０地区ガ

バナーのテーマは「夢を語り、現在を刷新」でありました。

このことに応えるべく当クラブは例会で「私の夢」と題して

会員の皆様に２分間スピーチをして頂きまして本当に楽し

い時間を過ごさせて頂きました。 

 今年度はロータリークラブの定款・細則が大きく変わり、

変更に携わられた皆様ご苦労様でした。 

 親睦活動委員会をはじめ各委員会、意欲的な活動をし

ていただきました。 

 親睦活動委員会では、バーベキュー大会、趣味を凝ら

してのテーブル対抗によるゲームありの家族会、本当に楽

しかったです。また、社会奉仕委員会では「石田三成公い

い人プロジェクト」を立上げていただきました。 

 皆様には申し訳ありませんが、私自身は会長はじめ理

事・会員の皆様にも恵まれ、楽しい一年を過ごさせていた

だきありがとうございました。 

 最後になりましたが、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。 

 

ＳＡＡを終えて 

ＳＡＡ  中川勝晴 

 例会をはじめクラブ協議会などが楽し

く、秩序正しく運営されるよう心掛けてき

ましたが、会員皆様の自覚と良識により

大過なく役目を全うできたことを感謝し

ております。 

 なんといってもロータリークラブの魅力

は例会にあると思います。明るく、楽し

い魅力あるクラブであり、例会となるようこれからも努めて

まいりたいと存じます。 

 

 

 

 

 

前回例会報告 
 会長から「垣平さん、永井さんが転勤になり、退会される

ことなりました。これからもご活躍下さい。ニコニコですが、

先週時点で目標の９６％になり、あと１０万円余りになりまし

た。ニコニコは来年の奉仕活動の源泉になるため、皆さん

のご協力をお願いします。ニコニコの発祥は、昭和５年に

大阪ＲＣが開始したという説と、昭和１０年に東京ＲＣが開

始したという２つの説があります。大阪ＲＣの説は罰金的な

位置付けで開始されたものであるというもので、東京ＲＣの

説は、事業をやるための資金集めとして、誕生日等のお

祝い位置付けで開始されたというものです。現在のニコニ

コの位置付けから考えると東京ＲＣが発祥ではないかと思

います。」と話されました。また、例会の最後にもこのお話

の続きがあり、「東京ＲＣは、関東大震災の震災孤児のた

めの孤児院を作ったが、当時多摩川遊園に子供たちを連

れて行く事業企画が持ち上がったが、資金が不足したこと

からニコニコとして資金集めをしたということです。当時特

権クラブだった東京ＲＣは、クラブの運営も十分ではな

かったようでしたが、この孤児を遊園に連れて行く事業に

対して、ＲＩから２４０００ドルが送られてきたことに大いに感

銘し、以降毎週例会をするようになったと聞いています。」

と話されました。 

 「私の夢」スピーチでは、松田充弘君が「私

の会社は、祖父、父から引継ぎ、今年で創業

６８周年になります。２０４９年４月、つまり私が

７７歳のときに創業１００周年を迎えます。実は

この３年後の２０５２年１２月に彦根ロータリー

クラブが１００周年を迎えます。その時は私は８０歳になっ

ていますが、会社と彦根ロータリーの１００周年を迎えられ

るよう頑張って行きたいと思っています。なお、直近の

データによると、男性の平均年齢が８４歳、女性は９０歳と

いうことです。これを踏まえると、私の他、宇佐美さん、吉

原さん、御代さん、近本さん、和田さん、那須さんが１００

周年を迎えられそうです。他の皆さんは別の場所から１００

周年をお祝いされて下さい。」と会場を笑いに包んでお話

をされました。 
                             ４頁へ続く 



 

 

＜２０１６～２０１７年度を振り返る＞ 

７月２日 全国ＲＣ野球大会（甲子園） 

   ７日 角田 仁君入会 

   ９日 謡曲同好会ゆかた会（双葉荘） 

  ２１日 松田充弘君入会 

 

 

 

 

 

 

 

８月１８日 納涼例会（彦根ビューホテル） 

 

 

     

 

 

 

 

９月１０日 第１組ＩＭ（ひこね市文化プラザ） 

   ２９日 刀根ガバナー公式訪問（彦根ビューホテル） 

 

 

 

 

 

 

 

１０月３日 歴史講座（佐和山小） 

    ４日 歴史講座（鳥居本小） 

   １０日 サッカー教室（金亀公園多目的広場） 

   ２９日 第４１回ロータリー杯少年サッカー大会 

                        （荒神山グランド） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１月１０日 出前講座（佐和山城跡） 

 

 

 

 

 

 
 

 

１２月８日 三成サミット（清凉寺） 

   １５日 年忘れ家族会（彦根ビューホテル） 

 

 

 

 

 

 

 

１月１９日 近江商人に学ぶ例会（近江商人博物館） 

     

 

 

 

 

 

 

２月２日 近江鉄道でポスタージャックしよう 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４月６日 花見例会（大洞弁財天） 

   ９日 地区大会（サンドーム福井） 

 

 

 

 

 

 

 

５月２０日 全国ＲＣ野球大会（甲子園）  

   ２２日 石田三成公いいひとプロジェクト冊子寄贈    

 

 

 

 

 

 

 

６月３～４日 親睦旅行（淡路島） 

   １１日  けやき道清掃 

 



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（％) 

６月２２日 ６２（１４） ３４（３） ８ ８２．３５ 

６月 ８日 ６２（１４） ４２（５） ５ ８８．６８ 

出席報告 

他クラブプログラム予定 

 本日の卓話は各役員・理事から期末挨拶がありました。 

・ＳＡＡ 中川勝晴君 

 「皆さんの自覚と良識により、無事１年間例会運営を全う

出来ました。毎回例会が終わりに近づくにつれ緊張した

が、会長、幹事、委員長のお陰で規律ある運営が出来ま

した。申し送りとして、例会中は携帯電話はマナーモード

もしくは電源を切っておくようにお願いしたいのと、早退は

事前にＳＡＡに申し出るようお願いしたい」 

・会員増強委員長 秋野正誠君 

 「今年度の会員増強はチャレンジ７０と意気込んで取り

組んで活動したが、結果としては惨敗でした。取組みとし

ては、１５名の入会可能な方と面談したが、１～２年待って

ほしいと言われる方が９名でした。このうち３名はライオン

ズに入会されたが、ロータリーは昼の例会で、現場仕事を

やっている方は、例会前後に２度着替えをしないといけな

いが、ライオンズは夕方の例会なので、１度着替えれば済

むということの違いがあったようです。いずれにせよ、２名

の方に入会の確約を頂いたが、来期に送らせて頂こうと思

います。会員増強は単年度で打ち切るのではなく、次年

度へ情報を申し送ることが重要なので今後そうしていきま

しょう。また、職業分類委員長の嶋津さんが頑張ってくれ、

時代に即した見直しが出来ました」 

・公共イメージ委員長 吉原保君 

 「１年間、彦根、滋賀を題材とした書籍を紹介してきまし

た。改めて、多くの作品があると実感しました。Ｆａｃｅ 

Ｂｏｏｋは地区から活性化するよう言われてきたが、”ナカの

人”であるロータリーメンバーが活用しないとうまく情報が

拡散してきません。ＳＮＳのいいねボタンをどんどん押す

等、”ナカの人”で盛り上げて欲しい」 

・クラブ管理運営委員長 近藤市右衛門君 

 「親睦は今村さんのお陰で楽しく出来ました。プログラム

は藤田さんのお陰で魅力ある例会になりました。例会は１

年間１００％出席が達成出来ていないので、最終例会で

なんとか１００％にしたい。ニコニコは今週の例会で達成し

たかったが、来週こそ達成したいのでご協力をお願いしま

す。」 

・奉仕プロジェクト委員長 森 育男君 

 「１年半前に５人の橋渡し役になってほしいと言われて

引き受けましたが、この１年、ローターアクト、社会奉仕は

理事の方、宮川会長、本庄幹事にはご迷惑をお掛けし、

申し訳なかったと思っています。」 

・財団・奨学金委員長 清水克己君 

 「ロータリー財団、米山奨学金ともに目標を２．４万円／

人に掲げて取り組んできたが、財団が２．２万円／人、米

山が２．０５万円／人と、何とか目標達成レベルに達するこ

とが出来たと思っています。ロータリー財団は、３年先に地

区から運営費としてクラブに返ってくることを理解し協力し

て欲しい。米山奨学金は、１９５３年に米山梅吉が海外か

ら来ている留学生に活躍して欲しいと願い設立されたもの

であることから、こちらも今後も協力をお願いしたい」 

とそれぞれ一年間の報告をされました。 

ニコニコ箱 

（本日計 43,000円・累計 2,940,000円・達成率98％） 

転勤することになりました。彦根ロータリークラブの皆様に 

  は２年間大変お世話になりありがとうございました 

  …永井君 

永井君、垣平君ご苦労さまでした。今後の活躍を期待しま 

  す…宮川君 

永井さん、東京ご栄転、誠におめでとうございます。彦根 

  の思い出を大切にしてください…小椋君 

永井さんご栄転おめでとうございます。色々お世話になり 

  ました。ありがとうございました…安居（秀）君 

永井さん、ご栄転おめでとうございます。新転地でもご活 

  躍を。次の委員会ではお世話になりたかった・・涙 

  …嶋津君 

一年間ロータリー財団委員会、米山奨学委員会担当させ 

  ていただき、両委員会委員長さんご苦労様。ありがとう 

  ございました…清水君 

早いもので期末挨拶の時期となりました。宮川会長はじめ 

  役員、理事の皆様に感謝申し上げます…安居（秀）君 

会員スピーチの時間を頂きありがとうございます…松田君 

６／１８ゴルフ同好会今年最後のコンペで優勝させていた 

  だきました。ありがとうございます…今村君 

本日は代理の代理です。よろしくお願いします…近藤君 

近藤様、幹事役ご苦労さまです…安居（秀）君 

体調を崩して欠席が続いて申し訳ありません。もうしばらく 

  休みますが、よろしくお願いします…田井中（順）君 

しばらく休みが続き、ご心配おかけしました。最終例会も 

  来れません。ご盛会を祈ります…小菅君 

誕生日を祝っていただいて…北村（昌）君 

欠席続きで申し訳ありません。５月の誕生日を祝っていた 

  だいてありがとうございます…吉原君 

誕生日を祝っていただいて。また、１週間早いけど宮川会 

  長、本庄幹事さん１年間ご苦労さんでした…森君 

皆出席２年いただきました。ありがとうございます…赤嶺君 

 

編集後記 

 本年度も、皆さんに、ロータリー

活動報告すると共に、興味を持っ

て目を通してもらえるような情報紙

面となるように心がけてきました。

また、郷土を知るということで「彦

根・滋賀を舞台とした小説で愉し

みましょう」と題し、彦根や近隣を

舞台にした小説名とあらすじを紹介させていただきまし

た。会報作成にあたりご尽力していただきました各委員

会、同好会、事務局の皆さまありがとうございました。 

              会報委員会 委員長 小田柿喜暢 

６月３０日(金) 長浜東ＲＣ 「夜間移動例会」      

７月 ３日(月) 長   浜ＲＣ 「新年度の抱負」 

７月 ３日(月) 五 ・ 能ＲＣ 「７／４に変更」  

７月 ４日(火) 長浜北ＲＣ 「新年度の抱負」 

７月 ４日(火) 彦根南ＲＣ 「役員挨拶」 


