
国際ロータリー・テーマ 

 インスピレーションになろう       
          国際ロータリー会長 バリー・ラシン 

地区テーマ 

 ロータリーを学び、実践し、発信しよう 
           ；Enjoy Rotary 
         第2650地区ガバナー 中川基成 

お祝い 

会員誕生日   細江正人君（１０月６日） 

 

結婚記念日   堤君ご夫妻（１０月６日） 

           

皆出席      北村（登）君…３５年 

          田部（泰）君…１９年 

          秋野君…４年  

                    

入会記念日   大森修太郎君（昭和６３年１０月２０日） 

           細江正人君（平成２年１０月２５日） 

 

           

創立記念例会を迎えて 
                          会長 安居継彦 

 彦根ロータリークラブは、昭和２７年１０月

２７日、県内３番目、国内８５番目のロータ

リークラブとして、２７名のメンバーで誕生い

たしました。それから６６年の年月が流れ、

本日、皆様と共に、創立記念例会を迎える

ことができたことに喜びと感謝を申し上げま

す。そして６６年の歴史と伝統を築いて来られた諸先輩方

に感謝の念を捧げます。 

 昨年度、小椋会長年度に、彦根ＲＣが地区内唯一のクラ

ブとして、ＲＩ会長賞の受賞の栄誉を受けたことは誠に素晴

らしいことで、長い彦根ＲＣの歴史に残る画期的な出来事

でした。会員一人一人の努力が実り形となった素晴らしい

一年でした。 

 今年度は、その勢いを受け継ぎ、将来に向けての再ス

タートとなる一年にすべく、「笑顔でロータリー みんなで

ロータリー」の会長テーマのもと、皆様のご協力を得て活動

してまいります。彦根ＲＣの将来が未来に向けて明るいもの

になることを心から祈念いたします。 
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バット、アル＝フトゥム、アル＝アインの 

考古遺跡群（オマーン） 
アフダル山脈に残るバットのネクロポリスと、その2 km 西に

位置するアル＝フトゥムの塔、バットの南東 22 km に位置す

るアル＝アインのネクロポリスなどが登録されている。登録に

あたっては、世界的に見ても同じ時期の墓地遺跡群としては、

非常に優れたものである点や、蜂の巣状の墓所などの多彩な墓

地形態の遺跡群が、この地方での葬送儀礼の変遷を考える上で

重要であることなどが評価された。 

彦根ＲＣ会長テーマ 

  笑顔でロータリー みんなでロータリー 
       彦根ロータリークラブ会長 安居継彦 

 
 

第３２２１回例会 
２０１８．１０．２５ 

＜創立記念例会＞ 

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 

 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 

 「創立記念例会 

  －創立５０周年記念ビデオから－」 

    担当：プログラム委員長 

           川原崎清三  

閉会点鐘 

 

 ミネストローネ  サーモンのポワレ マスタードソース 

 季節のサラダ デザート コーヒー パン 

「 私の仕事と今後の映像機器 」 

担当 ： 澤田和重 君 

今日の食事 

次回例会案内（2018.11.1） 

「目指せ！ 彦根城世界遺産！」 



山崎時雄パストガバナーを偲んで 

                         会長 安居継彦 

 １０月１２日、彦根ＲＣ会員で、第２６５０地区パストガバ

ナーの山崎時雄先生が９１歳でご逝去されました。心から

ご冥福をお祈りいたします。 

 山崎先生は、１９７７（昭和５２）年４月１４日に彦根ＲＣに

入会され、１９９０～１９９１年度に彦根ＲＣ会長、２０００～ 

２００１年度に第２６５０地区ガバナーを務められ、ロータ

リークラブの活動に大いに貢献されました。ダンディーでと

ても紳士的な振舞いをされる先生のことをロータリアンの

模範と考える会員も多くありました。 

 私が山崎先生と最も身近に過ごさせていただいたのは、

ロータリークラブの謡曲同好会を通してでした。先生は、

創立者であり、指導者として、同好会の中心で活躍されま

した。常には優しく、時には厳しく、謡曲の表現の仕方に

ついて丁寧にご指導いただきました。謡曲の楽しさと奥深

さを教えて頂きました。ひとたび舞台に上がれば、先生の

羽織袴姿のりりしき振舞いは、見る者を感動させ他を圧倒

しました。謡曲同好会でご指導いただけたことは、ありがた

いことであったと感謝しています。 

 ７月に、那須幹事とともに先生をお訪ねした時に、お会

いすることがかなわなかったのが唯一の心残りです。先生

のロータリーに対する姿を常に心に刻み、これからもロー

タリー活動を続けていきます。安らかにお眠りください。 

 

＜１９９０～１９９１年度 山崎時雄会長＞ 

 

 

2010.7.15 ゆかた会 

＜２０００～２００１年度山崎時雄ガバナー＞ 

ガバナー月信No.1より 



山崎時雄パストガバナーを偲んで 

                  元地区副幹事長 清水克己 

 山崎時雄先生 謹んでご冥福をお祈り申し上げます。 

 私は山崎先生が国際ロータリー第２６５０地区２０００～ 

２００１年度ガバナーを努められました時、地区副幹事長

を仰せつかりました。その時の思い出を書かせていただき

追悼とさせていただきます。 

 当時彦根ＲＣは会員数８５名が在籍し、その半数の会員

が地区バナー事務所に所属し、先生を支えさせていただ

きました。 

 地区ガバナーは地区内９１クラブ、会員数６，０００名の

トップとして、またＲＩ会長名代として９１クラブの公式訪問

において、ＲＩテーマ「意識を喚起しー進んで行動」そして

地区スローガン「善意志を喚起しー善意志を行動に」を全

会員に知らしめることが一番重要で大変なことだったと思

います。 

 また、「西大西洋地域ポリオ根絶京都会議」で地区業績

を発表され、彦根で開催した地区大会は地区内外から３

千数百人にのぼる会員の参加、彦根市民参加記念行事

をトップとして見事に努められました。 

 私の思い出のなかでは、今までにないガバナーアドレス

をＲＩ会長名代としてやり遂げられたことが一番の印象とし

て残っております。私たち会員はその時に経験したことを

生かして進んでおりますし、先生の業績は忘れることはな

いでしょう、感謝申し上げます。 

 有り難うございました、ご冥福をお祈り申し上げます。 

 

山崎時雄先生を偲んで 

                     謡曲同好会 中川勝晴 

 山崎時雄先生は、我が「謡曲同好会」にとってかけがえ

のない唯一無二の存在でありました。 

 １９７７年４月に彦根ＲＣに入会され、先生自身も既に造

詣の深かった謡曲を拡めるために時をおかず会員の同志

に呼びかけられ、２０人近い会員が賛同し、およそ４０年前

に我が「謡曲同好会」は創部されたのであります。山崎先

生自らが師範代となり、心血注いだ熱意溢れるご指導を

賜り、会員も古典芸能のよさや面白さも徐々に理解し、同

好会として確実に根付いていったのであります。 

 とはいえ、４０年の間には鬼籍に入る方も多く、紆余曲折

もありましたが、「謡曲同好会」が今日まで存続しているの

は、一重に山崎先生の同好会にかける物心両面のご支

援と熱情があったればこそであります。また、山崎先生ご

夫妻は永年に亘り、能楽にも並々ならぬ精進を続けられ、

山崎ご夫人は能を舞い、山崎先生は大鼓（おおつづみ）

を打たれ、観世能楽堂で一流の能楽師に伍して数十番の

能を奉納されました。 

 その功績と実力が認められ、１０年程前にご夫妻揃っ

て、観世流名誉師範の栄に浴されたのであります。今でも

先生の舞台での凛々しい姿が目に焼き付いております。 

 山崎先生ご逝去の報に接し、改めて「謡曲同好会」にお

ける先生の大恩を思い知らされました。未熟ではあります

が、先生の尊い遺志を継いでこれからも「謡曲同好会」は

続けてまいります。名残は尽きませんが、生前に賜りまし

たご厚情に会員一同深謝し、心から哀悼の誠を捧げ、お

別れの言葉とさせていただきます。 

理事会報告（2018.10.4） 

１．第４３回ロータリー杯少年サッカー大会の件 

   １１月１０日（土）８：３０～開会式 

   於．多賀Ｂ＆Ｇ多目的グランド 

２．ＲＩ会長賞受賞祝賀会の件 

   １１月８日（木）１８：００～ 於．彦根ビューホテル 

３．Ｈ・ＲＬＩ開催の件 

   秋野君にリーダーをお願いする 

   １／３１、３／１４、５／１６に１７：００～ 

   ホテルサンルート彦根にて開催 

４．ポリオ撲滅活動募金の件 

   募金袋を作成して一人３０００円例会でお願いする 

５．赤い羽根共同募金の件 

   社会奉仕委員会より２万円募金する 

 

第７５回滋賀県下ＲＣ合同親睦ゴルフ大会報告 

                 ゴルフ同好会会長 赤嶺英光 

 １０月１０日（水）蒲生ＧＣにて第７５回滋賀県下ＲＣ合同

親睦ゴルフ大会が１７クラブ１０１名の参加のもと開催され

ました。 

 スタート時こそ雲の切れ目から青空も見える天気でした

が、後半は一転雨が降りだすあいにくの天気となりまし

た。 

 総合優勝は東近江ＲＣ、準優勝が彦根南ＲＣ、３位は水

口ＲＣでした。彦根ＲＣは壮年部で石原君が５位、青年の

部で嶽釜君が１５位と健闘しましたが、総合では６位と残

念な結果に終わりました。 

 次回７６回大会は彦根ＲＣがホストクラブとして４月１９日

（金）に開催予定です。ホストクラブとしてのスムーズな大

会運営と参加クラブとしての総合優勝が目標です。皆様

のご協力よろしくお願いします。 

 

ワインクラブ報告 

藤岡聖和 

 すっかり秋めいた気候となった１０月１１日（木）の夜に、

日本料理伊勢幾さんの一室で同好会「ワインクラブ」第１２

回例会が開催され、１４名の会員が参加しました。 

 秋 野 会 長 よ り プ レ ゼ ン ト さ れ る「本 日の Present  by 

BOSS!!」は、南イタリア・アマルフィの伝統的な食後酒「リ

モンチェッロ（30°）」でした。アルコール度数が３０度以上

と強めのお酒で食後酒として頂くものとのことですが、今

回は炭酸水にて１：１で割って食前酒として頂きました。と

ても良い香りのお酒で、地中海らしいさわやかな芳香が

しっかり感じられる甘いリキュールでした。本日のワイン

は、２０１５年というすべての条件が揃い最高のワインが生

まれた歴史的なワイン３本を加えた合計６本です。２０１５

年のワインは、凝縮感と豊かさ、そして美しさと複雑さのあ

る素晴らしいワインでした。ワインに合う伊勢幾さんの大変

おいしい日本料理を頂きながら楽しい時間を過ごしまし

た。次回の例会は、年明けの１月１０日（木）千成亭さんに

て開催予定です。 



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  ／  松田充弘  上ノ山眞佐子  青木竺峰  宇佐美雅也 

 会員数 当日出席 ﾒｰｷｬｯﾌﾟ 出席率（％) 

１０月１８日 ６３（１４） ４０（３） ５ ８４．９１ 

 ９月２７日 ６４（１５） ４０（８） ８ ８４．２１ 

出席報告 

他クラブプログラム予定 

「カロムで彦根を盛り上げよう！」  

     ～販促カロムプロジェクト報告 

                  職業奉仕委員長 和田一繁  

 去る１０月１８日（木）１１時より１８名参加いただきまして

松田君の事業所丸松木材㈱倉庫をお借りして事業を行

いました。 

 前半は、材木を扱う会社が、その強みを活かしオリジナ

ルカロム盤が出来るまでのプロセスやマルシェ開催など、

彦根独自のカロム文化の発信を含め地域に還元されてい

る話を聞きました。 

 後半は彦根ＲＣオリジナルカロム盤のお披露目と参加者

にロータリーロゴ入りストライカー（駒）の裏にそれぞれ好き

な文字を入れていただきました。好きな一文字、お店の屋

号や、お孫さんの名前を書くメンバーもいました。ストライ

カーは各自持ち帰っていただきました。販促として彦根の

文化も体験しながら、オリジナルカロム盤は世界に一つだ

けしか無い、自身のカロム盤、事業所のカロム盤として広

がる可能性を感じました。※ストライカー（駒）をもらってな

い方は事務局に置いてあります。お一人様１個です。 

前回例会報告 

 会長の時間では、まずはじめに、先日９１歳でお亡くなり

になられた当クラブ会員・パストガバナー山崎時雄君へメ

ンバー皆で黙祷を捧げました。また、安居会長から、ベト

ナムでの国際奉仕事業や、青少年事業として行われた

サッカー教室についての報告もありました。 

 卓話では、松田充弘君より「カロムで彦根を盛り上げよ

う」というタイトルで、カロムについての話がありました。 

 カロムはエジプトが発祥とされていて、パッ

クと言われる木のコマを指で弾き、盤上の4

隅に空いたポケットに落として対戦するおは

じきとビリヤードを足したような木製のボード

ゲームです。松田君はカロムを使い、様々な

デザインのカロムを作っている活動をしていて、関ヶ原の

合戦を題材にした戦国カロムや、滋賀に本拠地を置くバ

スケットボールチームのレイクスターズとコラボしたカロム

台の紹介があり、テレビや新聞等で取り上げてもらえる機

会も多くなっているという話もありました。また、オリジナル

デザインのカロム台を使い企業や自治体の商品やサービ

スをPRすることを「カロムで販促プロジェクト！」と銘打って

行っており、メンバーの皆さんへの賛同の呼びかけもあり

ました。 

 卓話のあとは、例会場に置かれたカロム台に分かれて、

皆さんにカロムで遊んでいただきました。やはり彦根に古

くからある遊びだけあって、次々とパックを落としていかれ

る達人もおられ、短い時間ではありましたが、カロムの魅

力に触れていただく時間となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

ニコニコ箱 

（本日計 54,000円・累計 772,000円） 

山崎時雄パストガバナーのご冥福をお祈りいたします 

  …安居（継）君 

山崎パストガバナー長年の功績に感謝。ご冥福をお祈り 

  します…小椋君 

山崎先生のご冥福をお祈りして…那須君 

山崎パストガバナーのご冥福をお祈りいたします 

  …本登君 

今日は卓話のお時間を頂き有難うございました…松田君 

職業奉仕プロジェクトお疲れ様でした…安居（継）君 

職業奉仕委員会事業ご参加いただきましてありがとうござ 

  いました。引き続き松田君卓話よろしくお願いいたしま 

  す…和田君 

松田君ありがとう。カロム同好会作ってください…渡邊君 

松田さん、職業奉仕委員会の皆様お世話になりました 

  …吉原君 

松田さんお世話になりました。楽しく記念に残るカロムが 

  できうれしいです…小島君 

サッカー教室お疲れ様でした…安居（継）君 

サッカー教室、カロム製作お疲れ様でした…那須君 

県下ＲＣ合同ゴルフ大会で会長賞をいただきました 

  …安居（継）君 

妻在れば 老楽の恋 彼岸花…正村君 

お誕生日を祝っていただいて…上ノ山君 

妻の誕生日を祝っていただいて。松田さん、本日の職業 

  奉仕ありがとうございます…小田柿君 

妻の誕生日を祝っていただいて…嶽釜君 

結婚記念日を祝って頂いて…吉原君、大舘君、本庄君 

入会記念日を祝っていただいて…瀧沢君、吉原君 

ＳＡＡのお許しをいただいて…嶽釜君 

１０月２６日(金) 長浜東ＲＣ 「第２回クラブフォーラム」   

１０月２９日(月) 長   浜ＲＣ 「最低賃金について」 

１０月２９日(月) 五 ・ 能ＲＣ 「米山奨学生卓話」       

１０月３０日(火) 長浜北ＲＣ 「休会」        受付なし          

１０月３０日(火) 彦根南ＲＣ 「休会」        受付なし        


