
国際ロータリー・テーマ 

 ロータリー：変化をもたらす     国際ロータリー会長 イアン・ライズリー 

今日の食事 

地区テーマ 

 愛着と誇り               第2650地区ガバナー 田中誠二 

次回例会案内（2018.1.18） 

 

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） 

          上西信昭君（１月１６日） 

ご夫人誕生日 吉原君ご夫人加代子さん（１２月２３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 

１／１１ 定例理事会（１３：５０～事務局） 

     ワインクラブ（１８：００～ホテルサンルート彦根） 

  １４  地区職業奉仕講演会 

                  （１３：００～京都テルサホール） 

  １８ 謡曲同好会お稽古（１３：４０～彦根ビューホテル）  

     グルメ同好会新年総会（１８：００～伊勢幾） 

  ２０ 第４２回ロータリー杯少年サッカー大会 

                   （８：３０～荒神山グランド） 

     第２回青少年奉仕担当者会議 

                   （１３：００～京都商工会議所）      

     地区ロータリー財団補助金管理セミナー 

             （１３：３０～立命館大学朱雀キャンパス） 

  ２２ 浦部謡曲教室（１９：００～千代神社） 

  ２５ 謡曲同好会お稽古（１３：４０～彦根ビューホテル）  

  ２９ 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  Ｐ８  職業奉仕について考える 

      Ｐ２１ ロータリー：変化をもたらす 

      Ｐ３７ 例会よりも、奉仕活動に重点         

縦書き  Ｐ１８ 酢のおいしい食べ方      

「地区別職業奉仕担当者懇談会報告と 

職業奉仕のアンケート結果」   

  ポタージュ・ガルビュール 

  若鶏のディアブル 

  野菜サラダ  デセール  パン  コーヒー 

彦根ロータリークラブ週報          ２０１７～２０１８  ＶＯＬ．６６  ＮＯ．２２  

 
認 証 1952年10月27日      例 会 毎週木曜日 12時30分～13時30分 
例会場 彦根ビューホテル TEL 0749-26-1111 
事務局 〒522-0063 彦根市中央町3-8 彦根商工会議所３階 
    TEL 0749-23-2101 FAX 0749-26-9272 
    E-mail：hikonerc@topaz.ocn.ne.jp http://www.hikone-rc.org/ 

2017～2018年度 
会 長  小椋政昭    会長エレクト 安居継彦   
副会長  秋野正誠    幹 事    田井中 徹 
会 計  那須賢司    ＳＡＡ    安居秀泰   
パストガバナー 山崎時雄 ガバナー補佐 岡田建三 

 第３１８７回例会 
２０１８．１．１１ 
 
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 

 「私の誇りに思うもの」 

 会員のお祝い  

 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 

RC名 Port Of Townsville 国・地域 オーストラリア・タウンズビル 
設立年 1966 地域番号 9550 
タウンズビルは、オーストラリア・クイーンズランド州北東岸に位置する

港湾都市。ノーザン・クイーンズランド地方最大規模の都市であり、クイー
ンズランド州北部のみならずファー・ノース・クイーンズランド地域および
ノース・ウェスト・クイーンズランド地域をカバーする経済、交通、政治、
教育、軍事の中心となっている。州都で最大都市のブリスベンの1300㎞北
方、ケアンズの350㎞南方に位置する。             出典：Wikipedia 

彦根ＲＣ会長テーマ 

 「現在を見つめ、未来を創造する」明るく・楽しく・前向きに 
                 彦根ロータリークラブ会長 小椋政昭 



 

 

新年のご挨拶  

                  会長 小椋政昭 

 新年明けましておめでとうございます。 

 皆様におかれましては、穏やかな新年をお

迎えのこととお慶び申し上げます。 

 昨年は創立６５周年を迎え、皆様には数々

のご協力、ご支援を賜わり、誠にありがとうございます。 

 ２０１７～２０１８年度 ライズリーＲＩ会長のテーマ「変化を

もたらす」、田中誠二地区ガバナーテーマ「愛着と誇り」、

そして彦根ＲＣテーマ「現在を見つめ、未来を創造する」

明るく・楽しく・前向きに とさせていただきました。 

 具体的に、①ロータリーらしい心の通った例会運営 

        ②創立６５周年事業実施 

        ③ＲＩ会長賞にチャレンジ 

とさせていただき、上半期が過ぎました。振り返りますと、

創立６５周年記念事業として物故者追悼法要の実施、大

久保市長ご臨席での記念例会を開催、「彦根市千本桜プ

ロジェクト」への参加をしました。また、その他主な事業とし

て「希望の光１１０プロジェクト」の実施、長期戦略計画の

立案、年忘れ家族会開催、ベトナム平和村における国際

奉仕活動も無事終えることができました。 

 これからの下半期は原点に戻り、心の通った例会運営、

そして、チームワークと“一人でできないことも力を合わせ

て”の協力の精神で、ＲＩ会長賞を獲得したいと思います。

未来のリーダーを育成する彦根ＲＣ研修会の実施、未来

を創造するロータリーの活性化を図りたく思います。 

 今年一年、皆様のご協力のほどよろしくお願いいたしま

すとともに、穏やかで幸多い年でありますようお祈り申し上

げ、新年のご挨拶とさせていただきます。 

 

 

年男年頭所感  

         田部泰男（昭和２１年２月３日） 

 新年あけましておめでとうございます。 

 この世に生まれて今年で６回目の年男を迎

えることができました。今までに諸先輩の方々

からは、６０才の還暦・６５才の前期高齢者・７０

才の古希と齢を重ねる毎に日々の時間の過ぎるのが速く

感じると言われてきましたが、最近特にそれをつくづく感じ

ています。 

 過去を振り返ってみますと一体何をやってきたのか？ 

人のために役立つ何かをしたのかどうか反省することばか

りです。 

 これからは、引き算の年代に入っていくことを自覚して、

残された時間を大切にしたいと思います。 

 ところで２０１８年は戊戌の戌年だそうです。戊は植物の

成長が絶頂期になるという意味で、戌は草木が枯れる状

態という意味だそうです。これらを合わせて２０１８年の戌

年の運気や兆候を考えると・・・２０１７年に燃え尽きた豊さ

や灰の中から新たに芽生えた新たな意味や価値が２０１８

年にグッと成長することを示しています。枯れずに成長す

る良い一年にするために、過去の失敗にクヨクヨせず、成

功にも囚われず前向きに新しい目標に向かっ

て努力することをこころがけたいです。 

 本年もどうぞよろしくお願いします。 

当たり年の年頭に 
         細江正人（昭和２１年１０月６日） 

 新年あけましておめでとうございます。 

 旧年中は何かと大変お世話になりありがとうご
ざいました。本年もどうぞよろしくお願いいたし

ます。 

 １０年ひと昔といいますが、まさに干支の一回りは、我が

人生の大きな節目であると改めて実感いたしております。

それぞれのステージは、誕生から小学生、中学・高校生

活、そして二回りのステージでは結婚・社長就任・子育て

（妻だけでしたが）、三回りは、家業であるあなたの本棚天

晨堂の３号４号５号６号店出店・事業の拡大、四周りには

ビバシティ専門店街の協同組合に参画、五回り目の還暦

には彦根市議会議員、その後支店の閉鎖撤収、県議会

議員に専従、また、家族のことでは、まさかあり得ない悲し

く辛い経験もいたしました。 

 六回り目を迎えた本年からはいよいよ人生仕上げの時

期に入るのでしょう。 

 彦根ＲＣ事務局で、二回り２４年前の週報を見せていた

だきました。年頭の所感には「先輩諸氏の偉大さに刺激さ

れ、この干支のもう一回りの間に、少しでも先輩がたに近

づけることを目標にする」と書いておりました。 
 以来一回りどころか二回りも馬齢を重ねてしまい、今や

すでにメンバーの多くの方から年上として見られている立

場を意識しております。 
 これまでのさまざまな多くの体験を糧として、死ぬまで元

気で世のため人のため、より一層精進してまいりたいと考

えております。出席免除で例会は休みがちですが、どうぞ
よろしくお付き合いくださいませ。 

 
年男年頭所感 

       那須賢司（昭和４５年１１月２５日） 

 新年明けましておめでとうございます。 

 私は今年４８歳となりますので年男となりま

す。 

 私は、このロータリーを始めとする各団体へ

入会することにより皆様方との出会いがあり、私にとって貴

重な経験をさせて頂きました。また、多くの知識も得ること

が出来ました。まだまだ、自分自身の経験不足、勉強不
足な面も多々あります。 

 年齢的には、これから人生の折り返し地点を迎えようとし

ていますが、今年の抱負は新しいものにチャレンジをする
ことです。今迄も常にチャレンジしつづけ、念願の中小企

業診断士の資格を取ることもできました、今後も「知ること」

の楽しさや何事にも興味を持つことを忘れず、自己研鑚

に努めて、社業や地域の発展に寄与したいと思います。 

 そのためにも、特に健康には気をつけていきたいと思い
ます。私は平成２４年９月に胃がんが見つかり、胃の大部

分を切除する手術をしました、あれから５年、再発すること

なく今日まで至っております。 

 「健康第一」という言葉があります。ここまでそれ以外の

大病や入院することもなくやってこられたことに妻や家族

に感謝です。身体をより一層大切にして、引続き「健康第
一」で頑張っていきたいと思います。 

 新年を迎え、厳しい経済環境ではありますが、事業が存

続するためにはその事業の価値が世間に認められ、世の

中の役に立つことが前提と考え、今年もがんばりますので
よろしくお願いいたします。 



 

 

 ベトナム平和村で手洗い場設置  

～彦根ロータリークラブがベトナムで国際奉仕活動～                      国際奉仕委員長 小田柿喜暢 

 

ベトナムのハノイにある平和村で、老朽化した手洗い、シャワー、トイレ設備の改修を行い、１２月１９日に現地で完成引き渡

し式を行いました。 

 

概要はつぎの通りです。  

約１００人の子供たち（０～１８歳）が暮らすハノイ平和村（Thanh Xuan Peace Village身体障がい者施設）は１９９１年に建設さ

れ、今年で２６年を迎えました。 

平和村では、ベトナム戦争で使用された枯葉剤の影響による障がい児の世話、育成、治療を行っています。 

ベトナム戦争が終わって４０年以上たちますが､いまだに枯葉剤の影響が第２世代、第３世代に影響が出ています。 

平和村が、非政府組織として、村のすべての活動を支えるための資金は、国内外の組織や個人の助けを借りて行われてい

ます。 

 

今回、既にベトナムで奉仕活動をされているＮＰＯ法人手を洗おう会（古屋典子代表理事）と協定を結び、老朽化している手

洗い・シャワー・トイレ設備の改修、正しい手洗いの仕方や衛生の大切さを教える活動を計画し、実施しました。 

 

１２月１９日、設備改修完成にあわせ、秋野団長、大森元会長、清水元会長、安居（継）会長エレクト、田井中（徹）幹事、上

田クラブ管理運営理事、と小田柿の総勢７名が、ハノイ平和村に出向き完成引渡し式を行いました。 

当日は、施設を代表して子供たちと職員約３０名、ＮＰＯ法人手を洗おう会（４名）と同村でさおり織を伝える活動をされてい

る日本のボランティア団体（１０名）も参加され、盛況な会になりました。 

 

完成引き渡し式は、子供たちの歓迎の歌やダンス、ＮＰＯ法人手を洗おう会の挨拶、彦根ロータリークラブの挨拶、施設代

表者の祝辞、日本からの子供たちへのプレゼント贈呈の順で行われました。 

 

完成引渡し式では、秋野団長が「平和村には初めて訪れました。戦争が終わって４０年以上も経過しているのに、枯葉剤の

影響被害があるのには衝撃を受けました。今回、この被害を受けている子供たちの施設で小さいながらも貢献が出来て良

かったと思います。このような国際奉仕を世界に拡げていく重要性を実感し、今後もこのような活動を行っていきたいと思い

ます。」と完成の祝辞を述べました。平和村施設長から「皆さんの訪問を楽しみにしていました。この施設には軽度から重度

の障害を持つ子供が多くいます。施設も老朽化しているので修理の必要性があります。今回、設備の修理をしていただき、

手を洗おう会、彦根ロータリークラブの皆さんの協力にはとても感謝しています。」と感謝の言葉が述べられました。その後、

施設の子供たちへ日本からのプレゼントを渡すとあふれんばかりの笑顔で喜びを表現していました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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  ／  赤嶺英光  近本和也  大塚義和  渡邊僖子 

 会員数 当日出席 ﾒｰｷｬｯﾌﾟ 出席率（％) 

１２月２１日 ６６（１６） ４３（７） ２ ７８．９５ 

１２月 ７日 ６６（１６） ５０（８） ４ ９３．１０ 

出席報告 

他クラブプログラム予定 

前回例会報告 

 会長の時間では、小椋会長から１２月１４日に開催され

た年忘れ家族会へ参加された皆様への御礼と親睦委員

の方々への労いの言葉を述べられました。また、ハノイ平

和村（ベトナム戦争の枯葉剤による後遺症で苦しむ子ども

たちを自立させるための病院併設の国立施設）への手洗

い場設置事業について今回のプロジェクトを率いてベトナ

ムまで行かれた秋野副会長より報告がなされました。 

 私の誇りに思うものスピーチは上田勝之君。

「私はハムソーセージ職人として長年従事して

きました。その製造技術は１０代の頃に住み込

みで師匠から教わり、足を向けて寝られないほ

ど感謝しています。ある時ある方から師匠から

受けた恩は別の人に送りなさいと教わりました。そのお話

しを念頭に置き、後に何人かの職人を育てることが出来ま

した。海外のコンテストで金賞受賞した者や国家資格を取

得し、近江の名工に選ばれる程に育った者もいます。そ

んなスタッフを私は誇りに思います。これで少しは師匠か

ら受けた恩を「恩送り」できたのではないかと思っていま

す。」と話されました。 

 本日の卓話は「８０年を振り返って」と題して

大森修太郎君が話されました。 

 「昭和１４年１月１９日生まれの７８歳！大学卒

業するまで家から２０分圏内で生活しておりほ

とんど彦根から出たことがありません。大学を卒

業して初めて彦根から出て、大阪の銀行に入行。銀行へ

のイメージはあまり良くなかったものの、人事部の方の人

柄に惚れ入行！しかし、徐々に融資の在り方に疑問を感

じ始め、母も病で倒れたのでそれを口実に退職、ちょうど

そのタイミングで京都セラミックの募集広告を新聞で見つ

け、社長宛に直接手紙を送り、直接社長の熱い思いを聞

き、その素晴らしい人柄に惚れ入社。しかしながら会社が

大きくなる過程で徐々に社長と心が通じ合えなくなり退

職。その後、友人の紹介で縫製組合に入社したがあまり

の暇さにしんどくなり退職。その後、商工会議所の専務理

事、市長選出馬、オリックスを経て、現在は社会福祉協議

会会長を１０年、自治会長を８年務める。」８０年の自分史

を振り返ってたくさんの方々との出会いと人間模様をユー

モアたっぷりに話されました。 

 

ニコニコ箱 

（本日計 84,000円・累計 1,508,500円） 

２０１７年最終例会、上半期皆様のお力を賜りありがとうご 

  ざいました…小椋君 

国際奉仕活動、秋野団長他６名様大変お疲れ様でした 

  …田井中（徹）君 

１２月１９日に完成引渡式を無事終了しました。皆さんの募 

  金を有効に使わせていただきありがとうございました 

  …小田柿君 

昨日ベトナムから無事帰ってきました。上田君、写真アリ 

  ガトウ！…秋野君 

国際奉仕プロジェクトでベトナムハノイの平和村の子ども 

  達に会えることができました。皆さんありがとうございま 

  した…安居（継）君 

ベトナム平和村での引き渡し式ご参加７名の皆さんお疲 

  れ様でした。感謝…西村君 

今年もお世話になりました…小菅君 

上田君、写真ありがとう。今年一年も無事でした 

  …田井中（順）君 

この一年に感謝…北村（登）君 

一年間に感謝…清水君 

一年お世話になりました。来年もよろしくお願いします 

  …田部（正）君 

本年度最後の例会、１年間お世話になりました…宮川君 

今年一年お世話になりました…西村君 

本年最後の例会に感謝して…片岡君 

今年一年お世話になりました。来年もよろしく。写真ありが 

  とうございました…杉本君 

上半期最終の例会に感謝…本庄君 

今年最後の例会、今年一年お世話になりました。来年もよ 

  ろしくお願いします。上田さん、写真をありがとうござい  

  ました…田部（泰）君 

今年も皆様には色々お世話になりました。ありがとうござい 

  ました…安居（継）君 

つたない話を聞いて下さい…大森君 

３分間スピーチの機会をいただきありがとうございます 

  …上田君 

白銀の 華さく喜寿の 初すべり…正村君 

誕生日を祝っていただいて。運転免許も無事更新できま 

  した…藤田君 

誕生日を祝っていただいて。１年間ありがとう…川原崎君 

誕生日を祝っていただいて感謝します…青木君 

誕生日、妻への誕生日のお祝いも頂き感謝しております 

  …川村君 

皆出席を祝って頂いて＆１年間ありがとうございました 

  …森君 

お陰様で皆出席２０年続けさせて頂きました…西村君 

５年の皆出席早いものです。これからもよろしくお願いしま 

  す…上田君 

２年間皆出席することができました。これからもよろしくお 

  願いします…本登君 

ＳＡＡのお許しをいただいて…岡田（建）君 

 

彦根ＲＡＣ例会 
１月１１日（木） 「中間報告例会」 

        １９：３０～食事  ２０：００～例会  於．龍鱗  

１月２２日（月） 「長浜合同新年例会」 

        １９：３０～２１：００   

             於．グラツィエ  ソプラ館  八雲

１月１２日(金) 長浜東ＲＣ 「会長・幹事・新年互礼会」     

１月１５日(月) 長   浜ＲＣ 「新年例会」     受付あり 

１月１５日(月) 五 ・ 能ＲＣ 「休会」        受付あり        

１月１６日(火) 長浜北ＲＣ 「長浜市政 挑戦と創造」       

１月１６日(火) 彦根南ＲＣ 「移動例会」     受付なし                


