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彦根ＲＣ会長テーマ 

 「『プラス思考』と『寛容』をクラブ活動に！」 
         彦根ロータリークラブ会長  杉本克実 

第２６５０地区スローガン 

 『クラブに「個性」と「憧れ」を！』 
         第2650地区ガバナー     中澤忠嗣 

国際ロータリー会長 

  Ｋ．Ｒ．“ラビ” ラビンドラン 

 

開会点鐘 

ロータリーソング斉唱「我等の生業」 

ビジター紹介  

会食・懇談 

会長の時間  

 「私のちょっといい話」 

 会員のお祝い 

 幹事報告 

 委員会・同好会報告 

 ニコニコ箱報告 

 出席報告 

卓話 

 「母国ネパール」 

  ゲスト：米山奨学生 

       サイズ・ルペス君 

  担当：米山奨学委員会 

閉会点鐘   

今日の食事 

 

幕の内 

次回例会案内 

  

創立記念例会 

＜理事会報告＞ 

１．１１／５例会の件  承認   １１：３０～ ロビーにて呈茶 

２．１１／１２ロータリー財団月間卓話の件  承認 

３．１１／１９卓話者の件  承認 

４．共同募金の件 社会奉仕委員会から２万円拠出 

５．地域交流学習会と贈呈式の件 １１月２１日（土） 東山児童館    

６．「障害者の現実と課題」と題してシンポジウム・夜間例会・懇親会の件 

    １１月２６日（木）シンポジウム１８：００～ 夜間例会１９：００～ 

                               於．彦根ビューホテル 

７．年忘れ家族会開催の件 １２月１０日（木）１８：００～彦根ビューホテル 

８．「今年一年のクラブ活動を振り返って」（移動例会）開催の件 

     ２０１６年６月９日（木）１２：３０～ 於．清凉寺 座禅堂 

９．出席規定適用免除申請の件  神野佳樹君より申請があり承認 

１０．退会会員の件 岸本光史君が一身上の理由で９月２５日付で退会 

１１．彦根シティマラソン協賛の件  １万円雑費より拠出 

１２．暮らしのアイデア展協賛の件  ４０００円雑費より拠出 

１３．１０／１２サッカー教室メーキャップ扱いの件  承認 

井伊直弼公 生誕２００年にちなんで 
－ 柳廼四附（やなぎのしづく） 井伊直弼筆 － 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

直弼が埋木舎時代から詠んだ千百首の和歌を、勅撰和歌集の形式にな

らって自ら編集したもの。春夏秋冬、恋、羈旅、祝賀、雑之部に分類され

ています。本書に収録されていない和歌も知られ、かなりの多作であった

と思われます。書名は「柳の雫(しずく)」の意。直弼の好んだ柳にちなむ

ものです。                         （彦根城博物館所蔵） 

 お祝い 

  ◇結婚記念日   杉本（剛）君ご夫妻（１０月１６日） 

              永井君ご夫妻（１０月１８日）    



 

 

京都ＲＣ創立９０周年記念式典・祝宴に出席して 

                         会長 杉本克実 

 １０月７日（水）京都ホテルオークラで午後３時から京都

ＲＣ創立９０周年式典、祝宴が総勢４７０人参加で盛大に

開催されました。 

 京都ＲＣ会長粂田佳幸氏の挨拶で、１９２５年（大正１４

年）東京ＲＣをスポンサーに我が国５番目のクラブとして

誕生。９０年の歴史の中には先の大戦という不幸な出来

事があり、一時期ＲＩを脱退し、水曜会と名前を変えて存

続。敗戦後１９４９年にＲＩに復帰、再加盟をすることがで

きたなど、歴史あるクラブならではのエピソードを聞き、ま

た今回の９０周年記念事業としてカンボジアの中学に手

づくりの校舎を寄贈した報告もありました。 

 記念スピーチでは千玄室氏の大きな眼と大きな心で世

界のために平和のために今後も積極的に取り組んでほ

しいとの話がありました。 

 午後４時２０分より祝宴が始まり、横笛の名手 藤舎名生

師とニューヨークで活躍されている琴の黒澤有美さんと

のコラボレーションをじっくり堪能しました。京都ＲＣなら

ではのグローバルかつ歴史ある伝統と文化をたっぷり味

わったひとときでした。 

２０１５年彦根少年サッカー教室開催 

青少年委員長 田井中 徹 

 １０月１２日体育の日、この日は彦根市の至る所で「彦根元気フェスタ」という体育の日のイベントでスポーツ行事が開催さ

れました。我々彦根ロータリークラブも、彦根金亀公園多目的広場にて、彦根市サッカー協会の少年サッカーチーム１０

チームと一般参加者数名の合計約１３０名でサッカー教室を開催いたしました。昨年度は悪天候のため中止となりました

が、今年度は、爽やかな秋晴れのもと少し汗ばむ位の最高のスポーツ日和で、京都サンガFCの育成・普及部のコーチ３名

に来て頂き、サッカーの技術指導と試合の実践指導を２時間半にわたり丁寧にご指導いただきました。 

 開会式では、杉本会長がこの大会の趣旨を説明され、サッカーを通しての健全な育成を願われました。また、１０月３１日

のロータリー杯少年サッカー大会では、今日の練習を生かして優勝目指して頑張ってほしいと締められました。 

 その後、京都サンガFCのコーチより、サッカーの準備から一つずつ細かく指導され、みんなが笑顔で楽しいサッカー教

室を体験しました。普段会うことのないプロチームの指導ということで始めは緊張した面持ちでしたが、すぐにサッカーの楽

しさに溶け込んで行ったように見えました。最後に、１日のまとめとして少人数ににる練習試合が行われ、それぞれ自分の

力を思い存分に発揮して、一緒に来られているご家族や、コーチにアピールしていました。 

 閉会式には、京都サンガFCのコーチより、少年たちにサッカーに対する熱い思いを伝え、将来の日本代表を目指して頑

張って下さいと激励されました。そして、今サッカーが出来る喜びと感謝を忘れずにこれからも頑張ってほしいと伝えられ

サッカー教室は終了しました。 

 彦根ロータリークラブとして、青少年の育成、地域の振興に一躍担っているという充実感を感じた一日でした。怪我も事

故もなく無事終ることが出来たことに感謝いたしたいと思います。皆様のご協力ありがとうございました。 

地域別職業奉仕担当者会議報告 

             職業奉仕委員長 近藤市右ヱ門 

 １０月４日（日）１０時～１２時、アルプラザ彦根６階にお

いて２７名の出席者で標記会議が開催されました。 

 三ツ橋委員の司会により、伊藤委員長、川嶋ガバナー

補佐の挨拶の後、伊藤委員長より「アンケート結果報告」

及び「国際ロータリー職業奉仕最新情報」の紹介があり

ました。アンケート結果の中でクラブ長期ビジョン委員会

設置の有無では７８％が無し、しかしクラブ長期ビジョン

の必要性は６５％が必要との回答がありました。 

 次に各クラブからの報告があり企業訪問、高校生への

模擬面接、健康診断、学校等への講師派遣、卓話など

の事業を考えているクラブが多いように感じました。 

 最後に辻ガバナー補佐より講評があり終了しました。 



 

 

私とロータリー 

                           田井中順次 

 最初３３才で入会して、現在８３才になりま

した。その間ひと時退会し、再入会後も３６

年、一度大病を患いましたが、その後健康

で無事在籍させていただいています。 

 仕事と自分の健康を保ちながら時間をや

りくりして過ごしていました。当時の県内ロータリークラブ

はまだ少なく、入会時に例会の出席について厳しく教え

られ、また、事前出席・事後出席も前後一週間で、メー

キャップに大変苦労しましたが、お陰様で皆出席３０年の

表彰をいただき、我ながらその時は感激しました。 

 いろいろ思い出もありますが、２０００～２００１年度の会

長の大役を引き受けましたが、その年度は山崎時雄先

生が２６５０地区のガバナーに就任され、世界大会はア

ルゼンチン、地区大会は彦根で開催されました。 

 今までロータリーのお陰でそれぞれの行事に参加しま

したが、一番楽しい思い出はバヌアツでのポリオ撲滅に

参加したことです。 

 現在、健康で無事在籍させて頂き、感謝しています。 

 

 

 

 

県下ＲＣ合同ゴルフ大会報告 
                ゴルフ同好会会長 石原成郎 

 １０月８日（木）秋晴れのもと、名神八日市ＣＣにて第６９

回滋賀県下ロータリークラブ合同親睦ゴルフ大会が長浜

東ＲＣのホストにより開催されました。彦根ＲＣから７名の

ゴルフ同好会の精鋭が参加しました。壮年の部３名、青

年の部４名でした。全体では壮年組（６０歳以上）６３名 

青年組６９名 計１３２名。 

 皆さんの善戦むなしく、結果は総合第４位でした。お天

気に恵まれ、素晴らしい親睦ゴルフとなりました。第７０回

は大津ＲＣのホストで開催されます。今回同様多数のご

参加、よろしくお願いします。 

 

  

大津ＲＣ創立６５周年記念例会・祝賀会に出席して 

                         会長 杉本克実 

 １０月１０日（土）大津プリンスホテルで午後４時から大

津ＲＣ創立６５周年記念例会・祝賀会が盛大に開催され

ました。 

 大津ＲＣ会長宮川芳夫氏の挨拶で、１９５０年（昭和２５

年）京都ＲＣをスポンサークラブとして我が国５２番目のク

ラブとして誕生。翌１９５１年５月７日新造船“玻璃丸”で

湖上を３時間かけて竹生島へ、霊場竹生島の弁財天御

前にて認証状伝達式が和やかにそして厳粛に挙行され

たとのことです。この認証状伝達式は正しく型破りなもの

であったとのことです。 

 次に目録贈呈では、国際奉仕委員会から国際文化理

解教室用教材が越大津市長に、また、社会奉仕委員会

から障害者用専用二人乗りボート一式がＮＰＯ法人琵琶

湖ローイングクラブ代表にそれぞれ贈呈されました。 

 午後５時０５分より祝賀会が開宴され、三日月知事より

来賓の祝辞が述べられ、オープニングセレモニーとして

マリンバ・打楽器奏者として宮本妥子・後藤ゆりこ両氏の

演奏がにぎやかにとりおこなわれ、一気に祝宴ムードが

広がりました。 

 最後に恒例のロータリーソング「手に手つないで」を全

員で歌い、午後７時お開きとなりました。 

 

ゴルフ同好会第１回ゴルフコンペ報告 

ゴルフ同好会幹事 堤 秀記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ９月２６日（土）彦根カントリー倶楽部において第１回の

ゴルフ同好会ゴルフコンペを開催しました。前日の雨が

すっかり止み、からっと晴れた上がった清々しいラウンド

でした。前半第２ホールめ、野猿の歓迎に遭い、ラウンド

中央の黄色の旗にぶら下がり、友好的に我々を歓迎し

てもらえました。今回の優勝者は成長著しい大舘康伸

君、ベスグロ賞は石原成郎君でした。表彰パーティーが

午後５時、龍鱗において、北村昌造君がお忙しい中参

加され、終始和気あいあいとした中で、第一位の表彰者

のスピーチは少し長かったけれども（笑い）、ジャンケン

大会等楽しい一日でした。ありがとうございました。 

              OUT  IN GROSS HDCP NET  

優 勝  大舘康伸 君  ４５  ４０  ８５  １４．４ ７０．６  

準優勝 石原成郎 君   ４１  ４０  ８１   ７．２ ７３．８ 

３  位 安居継彦 君  ４７  ４６  ９３  １９．２ ７３．８ 

４  位 堤  秀記 君  ５２  ４６  ９８  ２２．８ ７５．２ 

５  位 今村康博 君  ５０  ５４ １０４  ２８．８ ７５．２ 

 



会報委員会       嶋津慶子   安居継彦   前山俊博   和田一繁 

 会員数 当日出席 ﾒｰｷｬｯﾌﾟ 出席率（％) 

１０月 １日 ６４（１３） ４９（４） １ ９０．９１ 

 ９月１７日 ６５（１３） ４５（６） ７ ８９．６６ 

１０月１６日(金) 長浜東ＲＣ 「未来を担う人づくり」     

１０月１９日(月) 長   浜ＲＣ 「雑談講話 〜ほんまでっか？ 

          授業2015〜」 

１０月１９日(月) 五 ・ 能ＲＣ 「移動例会」  

１０月２０日(火) 長浜北ＲＣ 「会員親睦旅行」 

１０月２０日(火) 彦根南ＲＣ 「移動例会」 

出席報告 

他クラブプログラム予定 

４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．みんのためになるかどうか 

 地域の大人がもっとしっかりしろということから、今の活

動を進めております。どこかで舞宇夢赤鬼を見ていただ

き、応援していただければ幸いに思います。ありがとうご

ざいました。 

 

＜お客さま＞ 

三輪 勇氏 

（舞宇夢 赤鬼 総代・彦根市青少年指導委員会 会長） 

 

＜ニコニコ箱＞ （今年度目標 2,700,000円） 

（前週 55,000円・累計 854,000円・達成率31％） 

卓話に三輪勇氏をお迎えして…杉本（克）君 

三輪様を卓話にお迎えして…大森君 

三輪様何かとお世話になります…安居（秀）君 

三輪勇氏卓話ご苦労様です…青木君 

三輪さんゲストスピーチご苦労様です…谷君 

彦根市青少年指導委員会会長 三輪様をお迎えして 

  …安居（継）君 

移動例会（鳥居本養護学校授業参観）（工房ふれっしゅ 

  見学）ご参加等御礼申し上げます…青木君 

第１回ゴルフ同好会コンペ、お陰様で秋晴れのもと開催 

  することができました。たくさんのご参加に感謝 

  …石原君 

ゴルフ同好会第１回コンペ、天候とメンバーに恵まれ優 

  勝させていただきました…大舘君 

ゴルフ同好会に参加させていただきました。楽しく過ご 

  すことができました…本登君 

新会員セミナー、ＩＭ、観月例会、移動例会など９月期は 

  様々な形式の会合の参加させていただきありがとうご 

  ざいました…永井君 

ネクタイ、バッジ忘れました。申し訳ございません 

  …和田君 

妻の誕生日を祝っていただいて…北村（昌）君、森君 

結婚記念日を祝っていただいて…森君、大舘君、吉原 

  君、田井中（徹）君、小菅君 

結婚記念日を記念して…堤君 

ＳＡＡのお許しを頂いて…田井中（順）君 

＜前回例会報告＞  

 「私のちょっといい話」 吉原 保君  

秋野さんの県人会研修で講師の黒田さんの

お話がありました。お話の最後に人と人には

縁があり、五つの縁がありますと、１つ目が親

の縁、２つ目が他人（世間）の縁、３つ目が仲

間の縁、４つ目が夫婦の縁、５つ目が子供の縁 手（指ど

うし）を合わせてひとつひとつ互い違いの指をまわすと、

親の縁、他人の縁、仲間の縁、子供の縁はまわります

が、夫婦の縁は離れなくまわらない。要は夫婦の縁は永

遠にくっついたままでありますと。 

 本日の卓話は「ヨサコイソーランを通じ青少年の健全育

成」と題して、舞宇夢 赤鬼 総代・彦根市青少年指導委

員会 会長の三輪勇氏がお話されました。 

 平成１８年に彦根でよさこいの団体が無い

ことから立ち上げ、舞宇夢赤鬼は今結成１０

年目に入りました。１０年間ＮＰＯも作らず単

独の形で参っております。ＹｏｕＴｕｂｅで「舞

宇夢赤鬼2015」と検索していただければ、多

くの映像を見ていただけるようになりました。 

 なぜよさこいが良いのか、「まずは返事をしなさい」「挨

拶をしなさい」そして「大きな声をあげなさい」これが一つ

の手順になっております。よさこいソーランを通じてどの

チームもやることです。そして「マナーはきちんと守りなさ

い」また「ゴミが落ちていたら必ず拾いなさい」「その為に

は代表者は前と後ろに立ってゴミ袋を持って歩きなさい」

これを徹しております。 

 イベントをやった場合は義援金を被災地へ送ります。ど

この大会であろうがそこから１割なり２割なり、彦根の場合

は参加チームに「５千円下さい」といただき、その５千円

を義援金として送ります。どこのチームもイベントを行っ

た場合には義援金を送ってお互いさまの気持ちで助け

合いをしましょうということです。彦根は社会福祉協議会

を通じて寄付をさせていただいています。 

 彦根のお祭りは彦根のお金を使って祭をしますが、よ

さこいは「踊らせていただけませんか」とお金を持ってき

て踊る大会なのです。この違いがあるのです。ですから

市外からお金を彦根に落としてもらうという祭りをやって

いかないと市内のお金を市内で回していても何の意味も

ありません。よさこいを通じて地域の活性化を含め子ども

達を地域で守っていかないといけないんです。 

［ロータリー情報］    

米山月間 

 クラブはこの月に特に米山奨学事業の意義を深く認識し、寄付金を募る活動をする。その為に米山奨学生や地区役員・ 

 委員の卓話を聞き、さらに奨学生から提供される資料を基にクラブ・フォーラムを開催したりすることが推奨されている。 


