
彦根ロータリークラブ 

 会長 杉本克実  副会長 田部泰男  会長エレクト 宮川基司  幹事 松本 智  会計 本庄秀樹  ＳＡＡ 秋野正誠  パストガバナー 山崎時雄 

第３０９２回例会 2015. 11. 5 

ＷＥＥＫＬＹ ＢＵＬＬＥＴＩＮ ２０１５～２０１６                         
ＶＯＬ．６４ ＮＯ．１７ 

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番８号  

               彦根商工会議所３階   

  TEL0749-23-2101 FAX0749-26-9272  

  E-mail：hikonerc@topaz.ocn.ne.jp 

  http://www.hikone-rc.org/ 

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 

「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  

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 

 「直弼公と清凉寺」 

 ゲスト ： 清凉寺   

      村瀬 行寛 氏 

 担当 ： 会報委員会 

閉会点鐘   

今日の食事 

  

幕の内 

次回例会案内 

  ゲスト ： 地区ロータリー財団委員長 

                八木秀之 氏 

  担 当 ： ロータリー財団委員会 

＜１１月のスケジュール＞ 

１１／５  定例理事会（１３：５０～事務局） 

    ８  グルメ同好会（京都・閑臥庵） 

    ９  浦部謡曲教室（１９：００～千代神社） 

   １２ 野球同好会総会（１８：００～ホテルサンルート彦根） 

      謡曲同好会お稽古（１９：００～千代神社） 

   １４ ２０１５－１６ソウル国際大会説明会 

                       （１４：００～京都タワーホテル６Ｆ） 

   １５ ＲＬＩパートⅢ研究会（９：４５～京都文教学園） 

   １６ 浦部謡曲教室（１９：００～千代神社） 

   １９ 第２回ロータリーをより知る会（１８：００～伊勢幾） 

   ２６ 会長杯ゴルフコンペ（彦根ＣＣ） 

      謡曲同好会お稽古（１４：００～千代神社） 

      シンポジウム（１８：００～彦根ビューホテル） 

      夜間例会（１９：００～彦根ビューホテル） 

   ２８ 「クラブに個性と憧れを」研修セミナー 

                         （１３：３０～大津プリンスホテル） 

      ゴルフ同好会第２回ゴルフコンペ（彦根ＣＣ）  
 

井伊直弼公 生誕２００年にちなんで 
－月次茶器（つきなみちゃき） 11月 － 

   

直弼が自ら細かな注文を与え、12

合揃いであつらえさせた薄茶器（う

すちゃき）のうちの１つ。千家十職の

一家として知られる塗師（ぬし）中村

家８代宗哲（そうてつ）が制作しまし

た。鎌倉時代の歌人藤原定家（ふじ

わらのていか）が１２ヶ月の花鳥を詠

んだ「詠花鳥和歌（えいかちょうわ

か）」にちなんだ意匠となっており、

この茶器は、11月の歌に登場する

枇杷（びわ）と鵆（ちどり）が表現され

ています。         （個人蔵）          

 お祝い 

 ◇会員誕生日   大塚義和君（１１月９日） 

 

 ◇結婚記念日   小椋君ご夫妻（１１月７日 

             川原崎君ご夫妻（１１月１０日） 



 

 

第40回記念ロータリー杯少年サッカー大会報告 

                                                         青少年委員長 田井中 徹 

 秋晴れの晴天の中、１０月３１日（土）４０回目のロータリー杯少年サッカー大会を開催しました。 

 今月のサッカー教室に続き、今回はロータリー杯少年サッカー大会として、彦根市サッカー協会所属の９チームが日頃の

練習の成果を発揮し、ロータリー杯を勝ち取るため荒神山グランドに集結しました。我々ロータリアンも朝７時３０分から準

備のため集合し、本大会に臨みました。 

 今大会は４０周年記念大会として、記念品を「ひこにゃんマフラータオル」にしてサッカーの練習に使っていただけるよう

に実用的な記念品にしました。もう一つは、我々ロータリアンも積極的に参加し青少年と交流することを目的に、彦根代表

選抜チームとのエキシビジョンマッチを行いました。 

 この大会は、滋賀県では２番目に歴史のあるサッカーの大会で、最初の開催趣旨は、少年に芝生の上でサッカーをさせ

てあげたい、さらにサッカー大会の機会を増やしてあげたいという趣旨で始められたものです。今回は親子２代で参加され

た方が８組もありました。継続は力なりと言いますが、４０年にわたり地域の青少年の育成に貢献しているということを実感し

ました。 

 内容は、非常に激戦で小学生とは思えないハイレベルなゲームばかりでした。優勝は金城JFC、準優勝は彦根FCという

結果になりました。 

 また、エキシビジョンマッチは我らロータリーのイレブンが大活躍をして、彦根選抜チームを相手に前半０対０の大金星、

後半は相手方も総攻撃で人員を投入してきたため、３ゴールを許し、０対３と力尽きました。しかし、大善戦だったと思いま

す。試合終了後、相手選手と握手を交わして健闘を讃えあいました。 

 大きな怪我もなく楽しく笑って終えることができたのも皆さんのご協力のおかげです。朝早くからのお手伝い、後片付けあ

りがとうございました。無事に終えられましたことに感謝いたします。 

  優  勝  金城ジュニアフットボールクラブ 

  準優勝  彦根フットボールクラブ 

  ３  位  多賀フットボールクラブ 

  ３  位  亀山サッカースポーツ少年団 



 

国際ロータリーホームページより 

 

 

 

 

 

 

２０１６年ロータリー国際大会 

５月２８日から６月１日までＫＩＮＴＥＸセンター（ソウルから

約１時間）にて開催されます。美しく広々とした環境にあ

り、最新テクノロジーを備えたセンター内の２つの巨大ビ

ルがロータリーの大会に使われます。主催者は、大会

中、そしてその前後に数々のイベントやツアーを企画し

ています。 

 

国際大会の魅力 

 

世界中から会員が集まるロータリー国際大会。旧友との

再会、新たな友人との出会い、異文化交流、より良い世

界を築くためのアイデアの交換など、年に1度のこのチャ

ンスを最大限に生かましょう。  

 

楽しみ方はいろいろ 

 

ロータリーに入会したばかりの方も、ベテラン会員も、国

際大会に出席すればきっとロータリーを再発見できるは

ずです。世界中の人たちとネットワークを広げ、新しい考

え方やアイデアを発見する。より良い地域社会づくりへ

の意欲を新たに、充電する。大会の合間には、韓国の首

都ソウルの観光もお楽しみいただけます。 

 

学びの機会 

 

新しい情報や知識が学べるのも、国際大会ならではの

醍醐味です。大会前に行われる会議（世界水サミット、

ローターアクト大会前会議など）や分科会、クラブでの活

動にかかわる講演やプレゼンテーションで、視野が開が

るだけでなく、将来の奉仕プロジェクトのパートナーも

きっと見つかるでしょう。 

 

・世界の著名人やトップリーダーによる講演 

・プロジェクト管理、リーダーシップ、コミュニケーションの  

 スキルを養い、さまざまな最新情報が学べる分科会 

・プロジェクト展示や親睦活動グループのブースめぐりを 

 しながら、将来のプロジェクトのパートナーを見つけ、 

 活動のアイデアが広がる「友愛の家」 

 
 

＜ロータリーの友１１月号 必見どころ＞ 

横書き  Ｐ１６ にわか仕込みの阿波踊り 

      Ｐ２６ 日本とバングラデシュを芸術で結ぶ 

縦書き  Ｐ１３ 時折聞こえる天の声 

      Ｐ１９ 徳川家康に学ぶ長寿の秘けつ 
 

 

 

 

 

 

私とロータリー 

                     北村 登 

 いつの間にか在籍は長くなりました。その

間いろんな方にお出会いし、話をお聞き

し、ご厚誼頂き、私自身成長させて頂いたと

思っております。 

 ロータリークラブは職業を持っている人が、仕事を中断

して例会に出席する、そこで出会いを喜び、ロータリーを

楽しむ。終わればまた仕事に戻る。これがロータリーの本

質であり、またロータリーでは一人一人が自分で気づき、

学ぶことが大切であると教えていただきました。 

 ロータリークラブにとって一番大切なものは例会です。

どの会長も、例会の進行、内容に全神経を注いでおられ

ました。限られた時間を無駄にはしないという思いが、例

会を充実したものにしていました。その緊張感を共有す

ることも楽しみでした。 

 人は命ある限り、心を高めていかねばならないと思いま

す。私にとって、ロータリーは人生の学校であり、道場で

す。これからもロータリーの心に学び、ロータリーを楽し

みたいと思います。 

 

 

 

 

今後の国際大会の予定 

 ２０１７年 

   米国ジョージア州・アトランタ  ６月１０日～１４日 

 ２０１８年   

   カナダ・トロント          ６月２４日～2７日 

 ２０１９年 

   ハンブルグ（ドイツ）       ６月１～５日 

 ２０２０年 

   米国ハワイ州・ホノルル     ６月７日～１０日 

 
 

 

 



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２９日 ６４（１３） ４３（４） ３ ８３．６４ 

１０月 １日 ６４（１３） ４９（４） ４ ９６．３６ 

１１月 ６日(金) 長浜東ＲＣ 「隣接３クラブ合同ガバナー公

式訪問例会並びに懇親会」     

１１月 ９日(月) 長   浜ＲＣ 「11/6に変更」 

１１月 ９日(月) 五 ・ 能ＲＣ 「財団について」  

１１月１０日(火) 長浜北ＲＣ 「11/6に変更」 

１１月１０日(火) 彦根南ＲＣ 「クラブ協議会」 

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 

関東には障がい者の福祉や教育を言葉に残す人がい

ない。この三人はたくさんの言葉を書き残す。池田先生

はふれる、わびる、しみる教育という本や、流れる素直の

教育本を書かれ残している。実践での現場で作業しなが

ら変わっていく。尊敬がないところに教育は成立しない。

道元の言葉を通じて自分の言葉になっていく。言葉が言

葉を育ち、育てる。何を持ってなくても笑顔、言葉思いや

りでもいい。100年後の子供たちが生きるために今何を

すべきか、できるか問いかけに1500人の方がメッセージ

を残してくれました。100年後の人たちとの共生の社会を

つくるために今何ができるかを問いかけられていると、近

江の三賢人が残したメッセージから学んでいます。ありが

とうございました。  

 

＜お客さま＞  

阿羅こんしん氏（ゲスト：書表現作家） 

小川徹男様（千成亭） 丸山 智様（関西電力） 

 

＜ニコニコ箱＞ （今年度目標 2,700,000円） 

（前週 35,000円・累計 993,000円・達成率36％） 

本日卓話に阿羅こんしん氏をお迎えして…杉本（克）君 

阿羅こんしん氏に卓話をお願いして、御礼申し上げま 

  す…青木君 

阿羅こんしんさんをお迎えして…大舘君 

公開例会ようこそお越し下さいました…宮川君 

本日の公開例会、弊社丸山がお邪魔をいたします。あり 

  がとうございます…垣平君 

一昨日、横浜ＲＣ例会に出席してきました。さすが８９年 

  の歴史あるクラブでいろいろと勉強させられました 

  …大塚君 

先日は新会員歓迎会を企画いただき誠にありがとうござ 

  いました…永井君 

新会員歓迎会ありがとうございました…近本君 

例会欠席が続き申し訳ありません…谷君 

結婚記念日を祝っていただいて…山崎（時）君 

皆出席を祝っていただいて…北村（登）君 

皆出席１６年を祝っていただいて…田部（泰）君 

ＳＡＡのお許しをいただいて…小田柿君 

＜前回例会報告＞  

 会長の時間では、会員増強のため、田部副会長共に

事前に５名ほどピックアップして回りました。その中で１名

見込みがあり今後粘り強く入会促進していきます。 

 最近の歯科検診で歯並びの悪い生徒が多い。歯並び

が悪いということは歯が生えてくる土台が小さくきれいに

並びきれない状態。虫歯になりやすい。唾液は感傷能

力があり酸性を中性に変える抗菌作用がある。その唾液

がいきわたらない。治療として矯正し歯並びをきれいに

する。かみ合わせが悪いと、歯ぎしり、食いしばり、ストレ

スなどある。治療としてマウスピース等使用する。歯並び

の悪くなる原因は、お父さん、お母さん、おじいちゃん、

おばあちゃんが歯並び悪いと遺伝的に確率も多くなる。

よく噛んで顎を使うことも大事であると話されました。 

「私のちょっといい話」 大森修太郎君 

滋賀県社会福祉協議会においてイチバン

コーポ―レーションさんが表彰されていまし

た。実は私も11/27に彦根で社会福祉大会

があり、長年にわたり学区の社会福祉協議

会の会長を務めてるということで表彰されま

す。お年寄りに出る機会を増やしてもらおうと活き活きサ

ロンを開催しています。認知症、ボケ防止のためにも役

立っています。地域福祉は地元、となり同士なにかあれ

ば制度を利用して民生委員や自治会に相談することが

大事です。今後ともご協力お願いします。 

 本日の卓話は、書表現作家 阿羅こんしん氏が「すべ

ては『近江の三賢人』にはじまった－こんしん的障害者

福祉哲学ということ－」というテーマでお話されました。 

 ご縁はこの人達の出会いがなければ今日

ここにきていない。豊郷の岡村本家で約１６

年ほどこんしん展を開催しておりその岡村さ

んの長男と大舘さんが同級生であり大舘さ

んとの出会いが今ここに繋がっています。母

が障害児の教育に悩んでいるときに近江に先覚者がい

た。それが糸賀一雄先生である。糸賀先生は不労者対

策で近江学園を創った。しかし、いろんな障がいの人が

集まってきた。どうやってこれから見ていくか、分類が始

まる。ある程度大きくなった子供たちに職業自立させて

あげようと信楽学園を設立し、女性の中で知恵遅れの方

達にはおちぼ寮を設立してそれぞれ担当者をつける。

田村一二さん、池田太郎さんこの三人が戦後の障がい

者教育の先駆的な哲学をつないでいく。 

［ロータリー情報］    
11月はロータリー財団月間と特別週間として世界インターアクト週間があります。 
世界インターアクト週間（11月5日を含む1週間） 
 RI理事会は、ロータリークラブとインターアクトクラブに、11月5日を含む1週間を「世界インターアクト週間」として遵守するよう 
 に奨励しています。それは、ロータリークラブとインターアクトクラブを「顕著であり、国際規模の活動」に参加させるためです。 


