
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   安居秀泰君（１２月１８日） 

          川原崎清三君（１２月２１日） 

          川村嘉昭君（１２月２３日）  

          上西信昭君（１月１６日） 

 

ご夫人誕生日 川村君ご夫人恵さん（１２月２４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） 

 

入会記念日   神野佳樹君（平成１２年１月６日） 

          嶋津慶子君（平成２２年１月７日） 

           川原崎清三君（平成３年１月１０日） 

 

                

１月のスケジュール 

１／ １０ 定例理事会（１３：５０～事務局） 

      ワインクラブ第１３回例会（１８：００～心華房） 

   １７ 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～伽羅） 

    １９ 第２回青少年奉仕担当者会議 

                 （１３：００～京都商工会議所） 

    ２１ 浦部謡曲教室（１９：００～千代神社） 

    ２８ 浦部謡曲教室（１９：００～千代神社） 

    ３１ 謡曲同好会お稽古（１３：４０～彦根ビューホテル）  

       第１回Ｈ・ＲＬＩ（１７：００～ホテルサンルート彦根） 
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スカン・グアイ（カナダ） 
カナダのブリティッシュコロンビア州西部に位置し、クイーン
シャーロット諸島内、グアイ・ハアナス国立公園の最南端にあ
る無人島である。ハイダ族の芸術と村落址が残っており、歴史
的に重要性が高いとして1981年にに登録された。島にはハイ
ダ族の廃屋やトーテムポールなどが見られる。10mあまりもあ
る32本のトーテムポールには、シャチや伝説上の鳥サンダー
バード、人間、神話などの彫刻が施され、ハイダ族の文化を知
る上でとても貴重なものとなっている。 

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３２２９回例会 
２０１９．１．１０ 

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 

 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 

 

 小海老のオリエンタル 

 牛肉とソーセージ、季節野菜のポトフ 

 グリーンサラダ  苺のムース、フルーツ  パン 

「地域資源を利活用する観光コンテンツ、その開発と  

 維持」   ゲスト ： 料亭 小島 専務   小島誠司 氏 

今日の食事 

次回例会案内（2019.1.17） 



新年のご挨拶 

                         会長 安居継彦 

 新年あ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。 

 昨年度は、ＲＩ会長賞を受賞するなど素晴

らしい一年になりました。今年度も皆様のご

協力を得て何とかここまで活動してまいりました。会員の

皆様には改めて感謝申し上げます。 

 この新年は、平成最後の年であり、新しい天皇陛下誕生

の年です。彦根ロータリークラブにとっても何か新しいス

タートが始まる年になってほしいと思います。 

 この後半の年度も「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当初の計画通り進めて参ります

が、新しいスタートには新しい人が必要です。彦根ロータ

リーにも皆様のご協力を得て新入会員が多くご入会いた

だくことを祈念しています。 

 皆様にとりましてこの一年が実り多く素晴らしい一年にな

りますことを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 

                岡 銑三郎（昭和１０年９月６日） 

 皆さん、明けましておめでとうございます。

今年もよろしくお願い申し上げます。 

 今年は平成から新元号にかわる歴史的な

年度でもあり、私は７回目の年男で９月に８４

歳になります。 

 越し方を振り返ると、小学校１年生で太平洋戦争を経験

し、戦後の劇的な体制の変化と、凄まじい経済成長と変動

に揉まれた昭和でありました。平成３年彦根ＲＣに入会さ

せていただき、様々なポストを巡り、ロータリー創設１００年

目の２００５年会長を務めさせていただきました。そしてそ

の年度、会員の皆さんのご尽力により、青少年育成に対

する活動が評価され、ＲＩ賞「意義ある業績賞」を受賞いた

しました。 

 我がクラブは賢明な諸先輩の活躍で培われた伝統の

下、昨年度は栄えあるＲＩ会長賞を受賞し、国際的にはベ

トナム平和村に手洗い場設置と、友好村には障害者の社

会復帰と自立を目指して「さをり織機」の寄贈などの活動

が行われました。最近に至り、国内では「フードバンクひこ

ね」を支援する等、「ポールＰ．ハリス」の首唱する「世界は

常に変化している。ロータリーは、この世界と共に変化して

いかねばならない。」を会員の皆さんが具現化していると

思います。わたしはこのクラブの会員であることを誇りに思

うと共に、健康に留意し、例会に真摯に出席することを年

頭に際して心に刻んでいます。 

年男年頭所感 

       岡田建三（昭和２２年４月１９日） 

 私が生まれたときから６回目の亥年になり

ますが、早いもので数え年７２歳となります。

５０歳の頃から、６０歳、６５歳と年々体力がな

くなり、衰えを感じております。その反面、頭

を使い、それに対応する知恵がついてきて

いるもの事実です。 

 さて、仏教と猪のご縁は西遊記です。ご存知のとおり、

三蔵法師が孫悟空、沙悟浄、猪八戒を連れて天竺に旅

する物語です。猪八戒が猪か豚かというえば猪であり、中

国では猪は野猪、豚は家猪と区別しています。また、仏教

の守り神としては「摩利支天」があります。もともとはインド

の神で仏教に取り入れられ、武士の本尊として信仰されて

来ました。この像は猪の上に乗っておられ、ご縁日は亥の

日で江戸時代には弁財天、大黒天と共に三天として庶民

にあつい信仰をあつめていました。大洞弁財天堂にも脇

士として本尊右側に祀られています。ちなみに京都の建

仁寺、金沢の加賀百万石、東京上野徳大寺の「摩利支

天」の三つを日本の三大摩利支天と呼ばれています。猪

にまつわることわざに「猪は射手の前、焼酎は上戸の前」 

射手とは弓を射る人物で、酒飲みを上戸という。物には置

くところに合った場所があるという意。 

 彦根にご縁ができて４３年になります。振り返って見ます

と、いろいろ大きい事業や行事を経験させていただきまし

たが、平成元年の春に奥の院御開帳をさせてもらいまし

た。期間は１週間で６０年に一度ということで前回の資料も

なく、幸いにも周りの方にいろいろ教えてもらいました。ま

ださきのことですが、７年後の次の巳歳には宇賀神堂建

立二百五十年に当たりますので、それを目標に頑張りた

いと思っております。 

 ロータリーも入会後間もない頃でしたので、先輩方の言

われるままに動いておりました。それが良いのか悪いのか

よく分かりませんが、昨年皆出席３０年のお祝いをいただ

き、もう３０年なんだと思いましたが、よく続いたと感心して

おります。私も糖尿病を患ってだいぶなりますので、今年

も体に気をつけて、マイ・ペースでロータリー活動をやって

いこうと思っております。 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ロータリーの友１月号 必見どころ 

横書き  Ｐ７ 今に生きる職業奉仕 

         職業奉仕 Ｖｏｃａｔｉｏｎａｌ Ｓｅｒｖｉｃｅとは何か 

縦書き  Ｐ４ 日本で一番大切にしたい会社 

 

 

１月は職業奉仕月間（Ｖｏｃａｔｉｏｎａｌ Ｓｅｒｖｉｃｅ Ｍｏｎｔｈ） 

 ２００４年１１月の理事会決定５９号で決定され、１０月を

指定されていたが、２０１４年１０月理事会で大幅な特別月

間の変更があった。それに伴って１月へ移行された職業

奉仕を強調する月間である。 

 職業奉仕とは、あらゆる職業に携わる中で、奉仕の理念

の実践をロータリーが培い、支援する方法である。 

 「ロータリーの目的」の第２項は、職業奉仕が基本となる

もので、特に以下のことを奨励し、育成する： 

 ○職業上の高い倫理基準を保つこと： 

 ○役立つ仕事はすべて価値あるものと認識すること： 

 ○社会に奉仕する機会としてロータリアン各自の職業を 

   高潔なものにすること。 

               （ロータリー情報ハンドブックより） 

 

 

 

 

元米山奨学生（2001～2002学年度）鄭 汝琬さんより 

  明けましておめでとうございます。 

  いつもお心遣いありがとうございます。 

  本年もどうぞよろしくお願いいたします。 

  ^^= 

   汝琬 @ 楊梅 

   元米山奨学生 江 櫻さんより 

  



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（％) 

１２月２０日 ６２（１４） ３８（６） ５ ７９．６３ 

１２月 ６日 ６２（１４） ４６（８） ６ ９２．８６ 

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、今年最後の例会ということと、任期の

ちょうど折り返し地点を迎えたということもあり、安居会長か

ら、メンバーの皆さんに御礼の言葉と、引き続きの協力の

お願いがありました。 

 卓話の時間では、正村嘉規君のご紹介で、株式会社リ

ブラシステム信用調査部 あおぞら調査室の木戸和男様

に「～人生いろいろ～どんないろ！～」と題してお話をい

ただきました。 

 あおぞら調査室というのは、いわゆる探偵

事務所で、木戸氏はそこで探偵をされていま

す。夫婦間の問題解決、ストーカー対策、行

方調査、素行調査、いじめ問題などなど、年

間で約５０～６０件ほどの様々な調査依頼に

対応されているのことで、実際に対応にあたった事案につ

いて生々しい話も織り交ぜながらお話しくださいました。 

結婚サイトを介して知り合った会社社長と結婚し子供まで

できたのに、ある日突然音信不通になったという女性の依

頼を受け発覚した結婚詐欺の話、会社のお金の使い込

みがばれて居場所がなくなった男が、入水自殺を装い

フィリピンへ逃亡していた行方不明事案の話など、どれも

〇〇サスペンス劇場に出てきそうなものばかりで、とても興

味深く聞かせていただきました。ただ、今回お話いただい

たのはドラマチックな事例ばかりでしたが、実際の業務とし

ては、資産調査などの事前調査がほとんどでありであり、

それができていれば仕事の９０％は終ったも同然で、地道

な事前の準備が何よりも大事とも話されていました。夜間

の尾行調査など危険な場面に遭遇したこともあるらしく、

深追いをしなということを原則としているとのことですが、若

い頃は空手やボクシングもやっていたということで、やはり

いざというときの備えもないと出来ない商売だなあと感じま

した。人生生きていると色々あります。出来ることならご厄

介になりたくありませんが、何かお困り事ができたときは、

あおぞら調査室を是非ご用命ください！！と話されまし

た。 

 

お客さま 

木戸和男氏 

（ゲスト：㈱リブラシステム 信用調査部 あおぞら調査室） 

 

ニコニコ箱 

（本日計 77,000円・累計 1,205,000円） 

今年も皆様に大変お世話になりました。よいお年をお迎え 

  下さい…安居（継）君 

１年間ありがとうございました。また来年もよろしくお願いし 

  ます…本庄君、上西君、石原君 

１年間元気で出席できました。皆さん良いお年をお迎え下 

  さい…田井中（順）君 

最終例会に出席して本年お世話になりました…岡君 

この一年とお花に感謝…北村（登）君 

家族会で永年皆出席で立派な花束をいただいてありがと 

  うございます…藤田（益）君 

今年１年間に感謝…清水君 

あっという間の一年間でした。ありがとうございました。来 

  年もよろしくお願いします…杉本君 

１年間お世話になりありがとうございました…宮川君、大舘 

  君、西村君 

皆様良き年をお迎え下さい…瀧沢君、渡邊君 

今年もお世話になりました。来年もよろしくお願いいたしま 

  す…大森君、那須君、嶽釜君 

本年もあと残り少なくなりました。ありがとうございました 

  …田部（泰）君 

今年度前半ニコニコにご協力頂きありがとうございます 

  …田部（正）君 

年忘れ家族会ありがとうございました…近藤君 

木戸和男君、本日はありがとうございます。“探偵さん 師 

  走例会 どんな色”…正村君 

岡田さん次年度もガバナー補佐ご苦労さまです。木戸様 

  卓話よろしくお願いします…安居（継）彦 

誕生日祝 感謝…藤田（益）君、清水君 

誕生日を祝って頂いて…青木君 

誕生日を祝って頂いて。来年もよろしくお願いします 

  …片岡君 

妻の誕生日を祝っていただいて…吉原君、西村君 

皆出席のお祝いをいただいて…西村君 

早いもので６年がたちました…上田君 

３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 

 

彦根ＲＡＣ例会 

１月１０日（木） 「中間報告例会」 

           １９：３０～食事 ２０：００～例会 

                     於．龍鱗 

１月２４日（木） 「長浜ＲＡＣとの合同例会」 

           １９：３０～例会  

                     於．龍鱗 

１月１１日(金) 長浜東ＲＣ 「新年互例会」   

１月１４日(月) 長   浜ＲＣ 「休会」      

１月１４日(月) 五 ・ 能ＲＣ 「休会」       

１月１５日(火) 長浜北ＲＣ 「休会」       受付なし          

１月１５日(火) 彦根南ＲＣ 「休会」       受付なし 


