
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 

ご夫人誕生日 近藤君ご夫人典子さん（１２月１日） 

                       

入会記念日   堤 秀記君（平成２３年１１月２４日） 

           西村 昭君（平成９年１２月４日） 

          森 育男君（平成８年１２月５日） 

 

皆出席     青木君…９年 

 

 

指導者育成セミナーに参加して 

                          会長 安居継彦 

 １１月２４日（土）、京都商工会議所において、指導者育

成セミナーが開催されました。岡田ガバナー補佐とロー

ターアクト幹事の安居君（息子）と参加しました。参加者は、

ガバナー補佐、ロータリークラブ会長、ローターアクトクラブ

会長でした。今年度は青少年関係に絞ってセミナーが行

われました。 

 中川ガバナーの挨拶に続き、石原地区青少年奉仕委員

長から青少年保護について説明がありました。過去の青少

年交換における事例をもとに作成された、青少年に対する

セクハラ、パワハラ等のハラスメントについて基本的な保護

方針を説明されました。次にローターアクト、インターアク

ト、青少年交換、ＲＹＬＡ、ロータリーそれぞれから活動の

事例発表がありました。後半は、パネルディスカッションが

中村地区ローターアクト委員長をコーディネーターとして、

中川ガバナー、赤尾京都南ローターアクト会長、五十嵐福

井ローターアクト会長、的場橿原ローターアクト会長がパネ

ラーで行われました。多くの壇上からの発表がありました

が、京都市立西京高等学校附属中学校インターアクトクラ

ブ会員の北島さんと卜部さんの東北研修旅行の報告が一

番心に残りました。 
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古都アユタヤ（タイ） 
首都バンコクの北約70kmにあるアユタヤ県にある遺跡群。

ワット・プラ・シー・サンペット、ワット・ロカヤ・スタなど

の上座部仏教の寺院跡や、かつてのアユタヤ朝のバン・パイン

宮殿（離宮）跡などが残っている。 

 

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３２２５回例会 
２０１８．１１．２９ 

開会点鐘 

ロータリーソング斉唱「我らの生業」 

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 

 「更正保護とは」 

  担当：上西信昭 君 

閉会点鐘 

 

  スープ  ハンバーグ 温野菜添え  野菜サラダ 

  デザート・ア・ラ・メゾン  パン  コーヒー 

年次総会 

 

今日の食事 

次回例会案内（2018.12.6） 



２０１７～２０１８年度ＲＩ会長賞受賞祝賀会報告 

                         幹事 那須賢司 

 １１月８日（木）午後６時より、彦根ビューホテルにおいて

２０１７～１８年度ＲＩ会長賞受賞祝賀会が開催されました。 

 田井中（徹）直前幹事の進行のもと、田中誠二直前ガバ

ナーのビデオによる祝賀メッセージの後、小椋直前会長

の挨拶では、ＲＩ会長賞の受賞を目標に掲げた経緯、思い

を熱く説明されました。また、特に貢献のあった方々とし

て、各理事、長期戦略委員長へ記念品が贈呈されまし

た。「ＲＩ会長賞への軌跡」と題した田井中直前幹事のパ

ワーポイントによる紹介では、楽しい写真も交えながら、各

事業の取り組みについて説明されました。 

 小菅君の乾杯の発声より、和洋ブッフェ料理を堪能し、

メンバーが大いに懇親を深めることができました。 

 秋野直前副会長の閉会の挨拶の後は、恒例の正村君

のソングリーダーにて「手に手つないで」を合唱し、閉会と

なりました。 

 ＲＩ会長賞の受賞に向けた様々な事業に対して、皆様の

ご協力を賜り誠にありがとうございました。今年度におきま

しても皆様のご協力をよろしくお願いいたします。 

 

グルメ同好会「一力亭」報告 

                             上田勝之 

 １１月１０日（土）秋晴れの中、途中合流者を含め１５名で

秋のグルメ同好会が開催されました。 

 まず普段は、非公開の仏像や仏画の企画展が開催され

ている延暦寺の国宝殿へ。紅葉が見事な比叡山ドライブ

ウェイを走行して到着。早速、至宝展の見学へ。普段は非

公開の展示でありましたので、じっくりと鑑賞しました。そ

の後、根本中堂を見学して一路、京都へ。 

 祇園随一の格式を誇る一見さんお断りの一力亭に到

着。歌舞伎の「仮名手本忠臣蔵」にも登場する歴史的な

お茶屋での会食。観光客がたくさんいて賑やかな祇園の

町も建物に一歩、踏み入れば外の喧騒も静まり、期待が

膨らんだところで芸妓さん、舞妓さんの登場です。ここは

仲居さんによる配膳ではなく、芸妓さんや舞妓さんが運ん

でくれます。女将さんも含め１０名以上が付いておもてなし

を受けました。食事の後に京舞を鑑賞し、田部（泰）さんの

謡曲「竹生島」を披露され盛り上がりました。楽しい時間も

あっという間に過ぎ帰路に着きました。 

第２回日本の歴史を学ぶ会 

                             小椋政昭 

 第２回「日本の歴史を学ぶ会」を１1月１５日（木）小菅先

生を講師にお招きし、伊勢幾にて開催しました。 

 第１回目の縄文時代は、自然の保護、自然との共生、地

域活性化のコンテンツなど様々な面からアプローチされ、

親しみを感じました。 

 その縄文時代は終わり今回は弥生時代（紀元前４世

紀〜）。弥生時代はどんな時代であったか？稲作文化を

もたらした人々とはどのような人であったか？をお話して

いただきました。 

 特に印象に残ったことは、『安曇族』（中国春秋時代の呉

の人）が紀元前４７３年、越に滅ぼされ、日本に亡命してき

て（今でいう難民でしょうか）日本に稲作技術を伝えたこと

です。航海や漁業に優れた能力をもつ『安曇族』は全国

各地に移住し、その移住したとされる場所は、『熱海』『渥

美』など地名の由来に関係しているものと思われ、滋賀県

でも『志賀』『滋賀里』『安曇』の県名・地名もそのようです。

『近江』『淡海』も何かの関係があるのかもしれないと勝手

に想像しています。非常に興味深いところです。 

 余談ではありますが、終了後雑談に夢中になり、つい美

味しいお茶の時間を忘れてしまい、慌ててお入れしたた

め、あまり納得のいくお茶で

はありませんでした。すみま

せん。次回は、慎重かつ丁寧

に入れることにします。 

 次回、新年会を兼ねて彦根

に関係するお話を小菅先生

にお願いするつもりです。 



故山崎時雄先生「お別れの会」に寄せて 

                     謡曲同好会 中川勝晴 

 故山崎時雄先生のお別れの会が去る１１月１８日（日）、

多賀公益会館で行われました。 

 山崎先生は医師としても、社会人としても、勿論ロータリ

アンとしても、幾多の困難を克服し、立派な足跡を残さ

れ、９２歳で天寿を全うされた人格者です。 

 「お別れの会」はそのような先生にふさわしい各界から総

勢４８０名が参列する格調高い荘厳なものでした。 

 大久保彦根市長、金沢大学富田名誉教授、それに先生

の同期の第２６１０地区パストガバナー桝田敬二郎氏、第

２６５０地区パストガバナー川端五兵衞氏の４氏が先生の

功績を讃え、その人柄を偲ぶお別れの言葉がありました。

また、先生が生涯の趣味として嗜まれた能楽界からも東京

の観世流シテ方 武田志房先生父子３名が謡曲「江口」を

手向けられました。 

 そして、我が彦根ＲＣ謡曲同好会も謡曲「竹生島」を手

向けさせていただき、在りし日の先生を偲び感慨一入のも

のがありました。 

 山崎先生のご逝去は彦根ＲＣにとっても一つの時代が

終わりを告げるものとなりました。これからは若い会員が中

心となり、二人目のガバナーを輩出できるような格式のあ

るクラブに育てることが先生に対する何よりの御恩返しに

なると思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国際セミナーに参加して 

                         会長 安居継彦 

 １１月２５日（日）、京都商工会議所において、国際セミ

ナーが開催されました。今年度は、地区フェローシップ委

員会と地区国際奉仕委員会の共同開催で、第１部はドイ

ツ、ハンブルク国際大会の説明会、第２部は国際奉仕事

業のセミナーが行われました。 

 ハンブルク国際大会は６月１日～５日に開催され、２６５０

地区の夕食会は６月１日の１９時からシュタイゲンベル

ガーホテルで開催されます。２６５０地区で１５０人の参加

を目標としています。国際大会の登録は既に始まっており

１２月１５日までに登録すると１００ドル安く登録できます。

ツアーの案内もありますので参加を希望される方はお早

めに事務局までお願いします。 

 セミナーでは、奈良東ＲＣ、京都伏見ＲＣ、八日市南ＲＣ

がそれぞれの国際奉仕事業を発表されました。特に京都

伏見ＲＣがカンボジアのメコン川流域の湿地帯に小学校

を建て、その後も図書館と図書の寄贈、先生の養成事業

と長年にわたり事業を継続されていることに感動いたしま

した。     

ゴルフ同好会遠征コンペ報告 

                 ゴルフ同好会幹事 上田勝之 

 １１月２２日（木）三重県いなべ市の涼仙ゴルフ倶楽部へ

ゴルフ同好会遠征コンペを開催いたしました。 

 当日の朝は雨の中、彦根を出発。 現地に到着すると雨

は収まり、贅を尽くしたコースに緊張しながらもスタートす

ることが出来ました。雨は止んだものの風が冷たく、そして

向かい風の中でのプレーにやや苦戦しました。時間通り

に終了後、彦根に帰路。 

 懇親会は龍鱗さんにて美味しい中国料理と石原さんの

ご配慮で今年度のボージョレを頂きました。成績発表では

スコアのカウント間違いが判明するアクシデントがありまし

たが、ネット７２．２０で数年ぶりに清水克己君が優勝され

ました。今年度から出席ポイントが加算されることになり、

まだ年度優勝の順位は混沌としております。次回出席をよ

ろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「盲導犬普及活動プロジェクト」報告 
                   彦根ＲＡＣ幹事 安居佳彦 

 平素は彦根ＲＡＣの活動に多大なるご支援ご協力を賜り

まして、厚く御礼申し上げます。 

 さて、１１月２５日（日）に行いました「盲導犬普及活動プ

ロジェクト」では彦根ＲＣの皆様に多くの物品の供出を頂

き、フリーマーケットは大盛況でした。また、当日は私たち

の活動場所までお越しいただき、激励や募金を賜りまして

誠にありがとうございます。フリーマーケットでの売上と集

まった募金を下記の通り報告させていただきます。 

  フリーマーケット売上     １８，０３１円 

  集まった募金         ３３，０６９円 

  アクト活動費より寄付     ３０，０００円 

 合計８１，１００円を関西盲導犬協会へ寄付致しました。 



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  ／  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（％) 

１１月１５日 ６２（１４） ４４（７） ２ ８３．６４ 

１１月 １日 ６３（１４） ４６（６） ２ ８７．２７ 

出席報告 

他クラブプログラム予定 

元米山奨学生３０年ぶりに彦根に 

 １１月１８日（日）１９８７～８８

学年度米山奨学生の江櫻さ

ん（台 湾）が 偶 然 小 島 様 の

ギャラリーで行われていた絵

画展に来られ、元米山奨学

生でしたという話になり、連絡

をいただき、３０年ぶりに再会

しました。全然お変わりなく食事をしながら懐かしい話をし

ました。１９日事務局にもきていただき、当時の写真を見て

いろいろと思い出しながら楽しいひとときを過ごしました。

滋賀大学経済学部４年の時に１年間奨学金をもらってお

られ、カウンセラーは角 栄次郎さんでした。角さんが亡く

なられたことはご子息から連絡があったそうです。現在は

東京にご家族（ご主人と二人の息子さん）とお住まいで、

東京都のボランティアをしているとのこと。２年後の東京オ

リンピックもボランティアをしますといっておられました。東

京での再会を約束してお別れしました。 （事務局 藤井） 

 

前回例会報告 

 会長の時間では、１１月１０日開催のサッカー大会の様

子や、１１月１１日湖南ＲＣ創立３０周年記念式典への参加

の報告などがありました。 

 卓話の時間は、ロータリー情報委員会の片

岡委員長より、９～１０月にかけて開催された

情報集会についての開催報告がありました。

今回の情報集会では、主に会員拡大に主眼

をおいての内容にした旨の説明があり、続い

て各班で話し合われた内容の発表があり、１班は御代君、

２班は大舘君、３班は宇佐美君、４班は和田君、５班は嶽

釜君、６班は田部（正）君より報告がありました。 

 「みんなでロータリーを目指して！」社会奉仕と会員増強

について出た意見（抜粋） 

・地域の他の団体からも勧誘を受けていて迷っている方も  

 いる。 

・入会後のフォローのためにはメンター（お世話係）が有効 

・少しのツテでも出向いて、できるだけ多くの方に声を掛 

 ける。 

・訪問したリストを作成し、誰が見てもわかるように残す。 

・一度は断られても状況も変わるので定期的に訪問する。 

・ＲＣの活動を少しでも知っていただくため、公開例会の 

 開催。 

・女性会員が多い彦根ロータリーの優位性を活かし、女性 

 会員の積極的な勧誘。 

・メンバーのご子息にはロータリーに良いイメージを持って 

 ない方もいる。現在行っている地道な活動も理解してい 

 ただき相互理解を深めることも大事。 

・メディアを通じて情報発信し、公共イメージを高めること 

 が会員増強につながる。 

・現在のメンバーにはいない職業分類の方に声をかけて 

 はどうか。 

・会員増強は急務ではあるが、早急な拡大は質の低下に 

 もつながる。 

・メンバーの事業への参画意識を高めることも大事。 

・１００杯のお茶より１杯のお酒。より親密なコミュニケーシ  

 ョンを図るため、宴席の費用を予算から捻出出来ないか 

 最後に片岡委員長より、情報集会というものは結論あり

きの会ではなく、皆がそれぞれの意見を出し合い、それを

共有することで、また、新たな考えを醸成していく場である

と述べられました。年が明けてから第２回の開催を予定し

ていますので皆様方の積極的なご参加よろしくお願いし

ますと締め括られました。 

 

お客さま 

杉原祥浩君（彦根南ＲＣ） 

 

ニコニコ箱 

（本日計 36,000円・累計 962,000円） 

先週のＲＩ会長賞受賞祝賀会お世話になりました 

  …安居（継）君 

ＲＩ会長賞受賞祝賀会、小椋直前会長はじめメンバーの 

  皆様のご奉仕に感謝して…安居（秀）君 

ＲＩ会長賞あらためておめでとうございます…近藤君 

第４３回ロータリー杯少年サッカー大会が皆様のご協力の 

  もと無事終了することができました…安居（継）君 

祝賀会、サッカー大会お世話になりました…那須君 

サッカー教室・サッカー大会を無事終えさせて頂いて 

  …川村君 

先日のサッカー大会、赤嶺さんご苦労様でございました 

  …本庄君 

ちょっといいことがありました…宮川君 

宮川君、彦根税務署長納税表彰受賞おめでとうございま 

  す…森君 

情報集会の結果報告よろしくお願いします…片岡君 

米山功労者無事達成しました…岡田（眞）君 

山茶花に そめられ友と 白球追う…正村君 

サッカー大会急用ができ欠席して申し訳なかったです。 

  本日も遅刻してしまいました…小島君 

誕生日を祝っていただいて…本庄君、那須君 

結婚記念日を祝っていただいて…和田君 

入会記念日を祝っていただいて…片岡君 

ＳＡＡのお許しをいただいて…田井中（順）君、瀧沢君 

 

彦根ＲＡＣ例会 

１２月２日（日） 「仏壇工房見学・工芸体験例会」 

           １３：００～１５：３０ 於．井上仏壇 

１２月２１日（金） 「忘年例会」 

           ２０：００～２２：００  

               於．ごきげんえびす 彦根駅前店     

１１月３０日(金) 長浜東ＲＣ 「休会」        受付あり 

１２月 ３日(月) 長   浜ＲＣ 「スイスの生活」      

１２月 ３日(月) 五 ・ 能ＲＣ 「移動例会」     受付なし       

１２月 ４日(火) 長浜北ＲＣ 「クラブ協議会」           

１２月 ４日(火) 彦根南ＲＣ 「クラブフォーラム」        


