
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（2018.7.5） 

 

ご挨拶 

                           会長 小椋政昭 

 今年度、彦根ＲＣ創立６５周年の記

念すべき節目の年に会長を拝命しま

したことはこの上ない喜びであります。 

 ２０１７－１８年度国際ロータリー イ

アン Ｈ.Ｓ.ライズリー会長は、「ロータ

リー：変化をもたらす」をテーマにされ

ました。 

 第２６５０地区 田中誠二ガバナーは、「愛着と誇り」を地区ス

ローガンとされました。“愛着と誇り”を持ち､次なる７０年､１００

年に向けた奉仕の心を育み、地域に国に、世界に変化をも

たらす奉仕活動を展開しなければならない。そのようなことを

学び、考え、行動するクラブ作りが重要であると述べられてい

ます。 

 彦根ＲＣのテーマを「現在を見つめ、未来を創造する－明

るく、楽しく、前向きに」と決めさせて頂き、ロータリーの奉仕

の土台となる理念である“一人でできないことも力を合わせれ

ばできる”を年頭に置き、チームワークと協力の精神で、この

一年“力強い、魅力あるクラブ作り”を目指してまいりました。 

 

■創立６５周年記念事業 

 歴史と伝統ある彦根ＲＣは、私達の先人がこの６５年の間、

時代の潮流の変化の中で実績、組織を積み重ねてこられま

した。 

 私達は偉大なる功績に感謝の意を表し、９月２４日物故者

追悼法要を大洞弁財天長寿院様にて執り行い、物故者の家

族の皆様多数お参りいただきました。遺憾ながら、今年度副

会長の山﨑滋氏が８月２３日ご逝去されました。謹んでご冥

福をお祈り申し上げます。 

 １０月１２日創立６５周年記念例会に大久保彦根市長にご臨

席いただきました。今年度ライズリー会長は、地球に貢献しよ

う、未来に貢献しようと、「地球の環境保全」を呼びかけられま

 

新年度役員挨拶 

 

特別お料理 

彦根ロータリークラブ週報          ２０１７～２０１８  ＶＯＬ．６６  ＮＯ．４２ 

 
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３２０７回例会 
２０１８．６．２８ 
 
開会点鐘 
ロータリーソング斉唱「奉仕の理想」 
今年度の物故者黙祷 
会長の時間 
 「私の誇りに思うこと」 
 幹事報告 
 委員会報告 
 ニコニコ箱報告 
 出席報告 
卓話 
 「期末挨拶」 
   ６５周年実行委員長 森 育男 
   会 長       小椋政昭 
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」 
 
         於．エクシブ琵琶湖 

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 

RC名 Lagos-Palm Grove Estate 国・地域 ナイジェリア・ラゴス 
設立年 2008 地域番号 9110 
ラゴスは、ナイジェリアの西南端のベニン湾岸に位置する同国内最大の大都市・港湾都

市で、ナイジェリアの旧首都。市域人口ではアフリカ最多でありエジプトの首都・カイロ
と共にアフリカでは世界有数のメガシティでもある。2014年、世界で最も拡大勢力の勢い
の強い都市のひとつであり、アフリカで2位、全世界で7番目に急速に成長する大都会であ
る。人口増加率、人口密度、そして失業率と犯罪の多さでもナイジェリア最大。 

 出典：Wikipedia 



 

ご挨拶   

                        幹事 田井中 徹 

 この一年間幹事という大役を仰せ

つかり、自分なりにできることは可能

な限り取り組んでまいりました。彦根

ＲＣという歴史あるクラブであり、多く

の諸先輩がおられる中、さらには創

立６５周年事業が行われる年の幹事

ということで、皆様からは多くのご指導、ご意見をいただき

一生懸命軌道修正をしながら一年間無事その責務を全う

できたことは、皆様のご協力の賜物であったと思います。

本当にありがとうございました。 

 さて、内容に関しましては、先ず創立６５周年記念事業で

は過去の物故者法要を長寿院様にて行い、そのあと彦根

ビューホテルにて記念式典を開催いたしました。姉妹クラ

ブの高松ＲＣの創立８０周年式典にも２１名が出席いたしま

した。また、彦根市長の提唱される「千本桜プロジェクト」に

協力し、１０１本の桜の苗木を植樹しました。奉仕活動では

市内小学校、県立盲学校の協力を得て「希望の光１１０プ

ロジェクト」として盲学校にて盛大に開催いたしました。 

 特に奉仕活動では、今年国際奉仕活動への第一歩を踏

み出すことになりました。ベトナム・ハノイの国際平和村へ

の手洗い場改修工事の支援活動を行いました。この事業

は彦根ＲＣとして奉仕活動を世界にも向けるいい機会に

なったと思います。 

 最後に、今年度当クラブは「ＲＩ会長賞」の受賞を目標に

取り組みました。その結果、各理事の指導のもと皆様のご

協力をいただき、全ての項目で達成することができました。

本当にありがとうございました。これらの実績をもとに彦根Ｒ

Ｃが益々発展することと、地域社会へ貢献できることを祈

念申し上げたいと思います。 

 

 

ＳＡＡを終えて 

                         ＳＡＡ 安居秀泰 

 小椋会長は「現在を見つめ、未来

を創造する」明るく・楽しく・前向きに 

のテーマを基にＲ１会長賞への挑戦

をされました。 

 そこでＳＡＡの職務は例会や会

議、また、委員会事業が開催される

時に、楽しく秩序正しく運営されるように常に心配りをして

気品と風紀を守り、会合のその使命を発揮できるように、監

督する責任を有する人との使命をいただきました。例会場

入口での出迎え、ほとんど杉本副ＳＡＡにお世話になりま

した。私は各テーブルに挨拶しながら席へと向かいまし

た。また、早退の承認、卓話時間の励行、時間厳守に気を

使いました。 

 今年度は私語に対する警告することなく、秩序ある例会

であったと思います。私は出来るだけ笑顔でいて、また会

員お祝い時には最初と最後の拍手を率先しました。 

 改めて伝統、歴史、品位あるクラブであることの勉強をさ

せていただいた一年でした。ありがとうございました。 

した。まさしく彦根市が「千本桜プロジェクト」に取り組んで

おられるところで、私達も桜の植樹を通じて地域の人々と

のつながりを作り、我が町彦根を活性化していこうと、１０１

本の桜の木を寄贈いたしました。ロータリークラブが地域社

会に貢献することで、地域の皆様にロータリークラブの存

在を広く認知していただけたことと思います。 

 

■創立６５周年記念誌の発行 

 

■国際ロータリー会長賞取得にチャレンジしました。 

 ２つの必須項目と戦略計画の３つの優先項目とそれに関

る目標を達成することにより、クラブが表彰されます。目標

をひとつひとつ達成し、ロータリーを身につけていくために

もＲＩ会長賞取得にチャレンジしました。 

 

■ロータリーらしい心の通った交流・親睦の例会運営と奉

仕事業 

 「私の誇りに思うこと」－歴史と伝統とすばらしい仲間が彦

根ＲＣの誇りでありますが、会員の皆様の「誇り」をお話して

いただきました。 

 今年度事業として社会奉仕委員会は、「希望の光１１０プ

ロジェクト」の一環で、地区財団補助金をいただき、地元県

立盲学校と関西盲導犬協会への支援をしました。 

 また、国際奉仕事業として「ベトナム平和村への手洗い

等改修工事プロジェクト」は、現地で奉仕活動をされている

ＮＰＯ法人「手を洗おう会」との交流をしました。次年度も友

好を深めていけばと思います。 

 

■未来に向けてクラブの活性化を図るには、変化していく

状況を前向きに捉え、チームワークと協力の精神を忘れず

に、クリエイティブに物事に対応するスキルが必要になって

きます。ロータリーをより深く理解するために、彦根ＲＬＩ研

究会を立ち上げました。皆様と共に意見を自由に出し合

い、積極的に議論し、親睦を図りながら将来のリーダーを

育てていこうと、パートⅠ・Ⅱ・Ⅲ回実施しました。多くの方

にご参加頂き、次年度にも繋げて頂きたいと思います。 

 

■今年度彦根ＲＣは、創立６５周年の記念すべき節目を迎

えましたが、県下の他のクラブにおかれましても周年事業

の記念式典にご招待頂きました。高松ＲＣ８０周年、彦根南

ＲＣ４０周年と彦根総合高校ＩＡＣ認証伝達式、びわ湖八幡

ＲＣ３０周年、野洲ＲＣ３５周年、近江八幡ＲＣ６０周年、びわ

湖大津プロバス創立記念式典（森君代理出席）に出席さ

せて頂きました。 

 

 この一年やってこれましたのも、私を支えて下さいました

秋野副会長、田井中幹事、事務局の藤井さん、そして６５

周年森実行委員長、岡田・本庄両実行副委員長、役員・

理事・委員長そしてメンバーの皆様のご支援、ご協力の賜

物と感謝しております。本日を新しい出発点として今後も

充実したクラブ運営を進めていかなければなりません。 

 皆様一年間ありがとうございました。 

 

 



 

 

－ＲＩ会長賞への道－          幹事 田井中 徹 

 今年度当クラブは、期の始まる前、年間の目標を具体的

に設定しました。その無謀とも思えた目標が「ＲＩ会長賞」

を受賞することでありました。 

 役員一同初めは半信半疑で「無茶なことを言うなあ〜」と

いう雰囲気がありましたが、実際、内容を確認したところ現

実可能な項目が多く、すでに例年の数字でクリアできてい

る項目もいくつかありました。 

 小椋会長の熱意のもと、時間が経つにつれ「行けるぞ、

可能だ！」という意識が芽生え始めたのであります。 

 理事会だけではなく会員皆さんにご協力をいただけれ

ば達成が可能と確信を持って各理事が自分の担当項目

を必死で根回しをして目標に向け突き進んでいただきまし

た。また、これは意識付けが必要と「ＲＩ会長賞への道パネ

ル」を製作し、例会場に吊り、達成ごとに赤い花を付け、

進捗を分かるようにしました。 

 具体的な項目の説明をします。 

 必修項目２項、これは事務局藤井さんが責任を持って

「支払期日」と「報告」をして頂いたので問題なく達成でき

ました。 

 第１項目、「クラブのサポートと強化」については、達成

への一番の難題となりました。減少が続くクラブ会員数を２

名純増すること。これをどう克服するかがカギとなりました。

西村理事が先頭となって、各常任委員会で責任を持って

１名を入会させることとし、目標を各理事に持たせました。

各委員会に凄く大きなプレッシャーが掛かり、毎日のよう

な純増報告を求められ、各委員会は「早めに推薦しよう」と

いうことで、なんと半期で６名の純増を達成することができ

ました。 

 さらに、５０％を超える会員がクラブの奉仕活動に参加す

るという項目は、社会奉仕の今村委員長が提唱した「希望

の光１１０プロジェクト」によって県立盲学校での活動で達

成することができました。今村委員長が各会員に一人ず

つ声を掛けて皆様の協力のもと達成できた項目です。 

 クラブの戦略計画に関しては、プログラム委員長の中川

さんが過去の経験を生かして積極的な「長期戦略計画」を

練って頂き、当クラブの目標を１０設定して頂きました。 

 

 

 

 

 

 

 
 

 第２項目、「人道的奉仕の重点化と強化」については、

今村社会奉仕委員長が、「希望の光１１０プロジェクト」を

提唱し、地区補助金５９万円をもとに盛大に展開していた

だきました。 

 寄付金に関しての項目は、彦根ＲＣは例年多くの金額を

寄付していることから例年通りの寄付で目標は達成できま

した。 

 第３項目、「ロータリー公共イメージと認知度の向上」に

ついては、彦根ＲＣのWEBサイトを活用したり、SNS特に

Facebookにて嶋津理事が日々の例会の記録を掲載して

頂きました。また、当クラブの活動にいつも報道機関の方

がいつも取材に来ていただき、新聞等の記事にしていた

だいたことは彦根ＲＣを知って頂く良い機会となりました。 

 ＲＹＬＡは、角田青少年委員長が近江鉄道の若手リー

ダーを２名参加させていただき、研修報告での素晴らしい

スピーチが印象的でした。 

 最後に、今年、大久保彦根市長が提唱された「千本桜

プロジェクト」において、当クラブも市役所と連携して１０１

本の桜の苗を、長寿院、さくら保育園、市内企業に植樹い

たしました。このプロジェクトは、ＲＩ会長が全世界でアース

デイにロータリアンが植樹をして地球環境を見直そうという

提唱にも合致し、環境に焦点を当てたプロジェクトにもなり

ました。 

 以上、我々彦根ＲＣは今年度のＲＩ会長賞の基準を全て

達成することはできました。一年間かけた目標が達成でき

たことは、会員一人ひとりの協力の賜物であり、彦根ＲＣ会

員の結束の証だと思います。皆様のご協力に本当に感謝

申し上げます。幹事として達成感を感じました。 



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（％) 

６月２１日 ６５（１６） ４７（８） ３ ８７．７２ 

６月 ７日 ６５（１６） ４３（６） １２ １００ 

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、いよいよ来週は最終例会がエクシブ

で行われる。当日は市長をお迎えし、千本桜プロジェクト

への感謝状を頂きますと話されました。 

 今日の「私の誇りに思うこと」は、藤田益平

君。入会以来４０年皆出席であったこと、父

親がチャーターメンバーで修業に入った名

古屋の老舗和菓子屋の社長もロータリアンで

あったことから当時から皆出席をやかましく言

われていた。先輩の藤田謙一郎氏や角栄次郎氏も体調

不良の時以外は出席免除なしで皆出席された。私も先日

体調を崩して出席免除にしてもらったが、快復したので免

除をはずしてもらって皆出席を続けたいと話されました。 

 続いて、「期末挨拶」。まず秋野副会長。副会長は会

長、幹事の補佐の仕事で、８月２３日山﨑滋君が亡くなら

れた後、引き受けた。会長経験者が副会長をするのは珍

しいことであるが、自分にとって良い経験となった。会長経

験者だから見えてくることが鳥瞰図的に見られたことが良

かった。会長賞という目標に向けぶれることなく全うされた

と話されました。 

 次に田井中（徹）幹事。自分なりに出来ることに頑張れた

と思う。６５周年の幹事として軌道修正をしながらやってこ

れた。諸先輩方の追悼法要から始まり、会長賞という目標

に向け、多くの事業を遂行してきた。理事をはじめ会員の

皆様のご協力のお陰であると話されました。 

 次に西村会員組織理事。今年度は会長賞獲得を目指し

ての活動が展開され、最も難易度が高いのが会員増強

だった。去年５月から積極的に取り組み、皆様の協力のお

陰で７月の理事会で５名の入会承認を得た。本年度は新

会員をサポートする「メンター制」を導入。新会員１人に１

人のメンターさんを指名。今年度８名の入会に感謝。結果

退会２名で純増６名となったと報告されました。 

 次に嶋津公共イメージ理事。今年度は３つの作業に取り

組んだ。１つは週報、赤嶺委員長のもとスムースに発行し

ていただき感謝。２つめは地区のＨＰアップに藤岡君が尽

力。３つめは市民に向けてのアピール。メディアにのること

が会員増強に繋がると地区で教えられ、市役所のメール

ボックスに投函。近づいたら各メディアにＦＡＸ、電話をし

報道につなげアピールができたと思うと話されました。 

 次に上田クラブ管理運営理事。各委員に助けられ無事

務めることが出来た。当初親睦委員の人数が少なく心配

されていたが、委員数も増え、無事各事業を遂行すること

ができた。残すところ来週の最終例会。一生懸命務めた

いと話されました。 

 次は今村奉仕プロジェクト理事。職業奉仕では総合高

校の見学、国際奉仕ではベトナムへ７人の会員が出向き

初めて世界に向けて奉仕活動ができた。青少年ではサッ

カー大会なくてはならない事業である。社会奉仕では希

望の光１１０プロジェクトとして盲学校訪問、同校出身のパ

ラリンピックメダリスト木村敬一選手の講演会を開催。 

後世に語り継がれる事業ができたと自負していると話され

ました。 
 最後の安居（秀）ＳＡＡ。毎週杉本（克）君に出迎えしをし

ていただき、例会では前の席でニコニコと出席することが

できた。例会運営の立場から特に注意することもなく、無

事終えることができたと述べられました。 

ニコニコ箱 

（本日計 40,000円・累計 2,593,500円） 

今年度ビューホテルでの例会最後です。宇佐美君、一年 

  間ありがとうこざいました…小椋君 

ＳＡＡの役職を杉本克実さんと２人で勤めさせていただき  

  ありがとうございました…安居（秀）君 

公共イメージの委員の皆様、一年間ありがとうございまし 

  た。あと２週間よろしくお願いします…嶋津君 

期末挨拶させていただきます。ＨＲＬＩパートⅠ～Ⅲ終了し 

  ました…上田君 

スピーチの機会をいただいて…藤田君 
ＰＨＦ５回目のバッジをいただきました…細江君 

米山功労賞マルチプルをいただき感謝します…青木君 

米山功労賞をいただきありがとうございます…御代君 

ゴルフ同好会お陰様で今年度の活動無事に終了すること 

  ができました。次年度もたくさんのご入会を…大舘君 

６月１７日第５回ゴルフ同好会コンペで今年度すべて終わ 

  りました。一年間ありがとうございました…本登君 

ゴルフ同好会会長さん、幹事さんお疲れ様…安居（継）君 

次年度ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰの皆様練習お疲れ様…安居（継）君 

紫陽花に 魅せられゴルフは 七変化…正村君 

先日の大阪方面の地震で何事もなく、日々の生活を感謝 

  してます…田部（泰）君 

誕生日を祝っていただいて…北村（昌）君 

結婚記念日を祝っていただいて…今村君 

ＳＡＡのお許しをいただいて…川村君 

今年度お世話様でした。あまり出席出来ませんでしたの 

  で次年度は出席委員です。（出席免除会員ですので 

  出席率は下げません）SAAのお許しを頂いて…細江君 

編集後記 

 会報の基本である活動の記録・報告はしっかりと守りな

がらもあまり堅苦しくならない紙面作りを心掛けました。今

年度は彦根ＲＣ創立６５周年ということで諸先輩方の軌跡

をたどり訪問された２１ヵ国４２クラブのバナーと地域の紹

介をさせて頂きました。いかがでしたでしょうか？会報作

成にご協力頂きました各委員会、同好会、事務局の藤井

さん、そして会報委員の近本副

委員長、渡邊さん皆様のご協

力を得て無事に終了することが

できました。この場を借りてお礼

申し上げます。ありがとうござい

ました。  会報委員長 赤嶺英光 

６月２９日(金) 長浜東ＲＣ 「夜間移動例会」  受付あり  

７月 ２日(月) 長   浜ＲＣ 「新年度の抱負」 

７月 ２日(月) 五 ・ 能ＲＣ 「７月３日に変更」  受付あり    

７月 ３日(火) 長浜北ＲＣ 「新年度の抱負」          

７月 ３日(火) 彦根南ＲＣ 「役員挨拶」       


