彦根ロータリークラブ週報

２０１６～２０１７
ＶＯＬ．６５ ＮＯ．４１

国際ロータリー・テーマ

地区テーマ

人類に奉仕するロータリー

夢を語り、現在を刷新
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彦根ＲＣ会長テーマ

未来に向けて

魅力あるロータリーに
彦根ロータリークラブ会長

宮川基司

『彦根・滋賀を舞台にした小説で愉しみましょう』
「近江商人魂―蒲生氏郷と西野仁右衛門」 童門 冬二 (著) 1996/2
信長の上洛により近江観音寺城は落城。これによって運命の第一歩を踏み出した二人の
男がいた。人質に入った信長の元で薫陶を受け、大きく成長する戦国武将蒲生氏郷と、
天秤棒一つを手にさまざまな苦難の中から商いの正道を切り開いて行く近江商人
西野仁右衛門。現代に似た混迷の戦国末期を背景にそれぞれの戦いの生涯を描く。
（出展：amazon）

第３１６２回例会

お祝い
ご夫人誕生日

中川君ご夫人蓉子さん（６月８日）

２０１７．６．８
結婚記念日

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
｢私の夢」
幹事報告
委員会報告
ニコニコ箱報告
出席報告
卓話
「ＲＹＬＡ報告」
ゲスト：ＲＹＬＡ受講生
川嵜 海知 君
担 当：青少年委員会
閉会点鐘

今日の食事
カレーバイキング

戸所君ご夫妻（６月８日）
今村君ご夫妻（６月９日）
神野君ご夫妻（６月１４日）

ロータリーの友６月号 必見どころ
横書き Ｐ７ 国境を超えアジアの人々のために
縦書き Ｐ４ 地球温暖化防止の切り札は？

６月のスケジュール
６／ １
滋賀県下ＲＣ野球大会打合せ
（１９：００～ホテルニューオウミ）
３～４ 親睦旅行（淡路島）
５
浦部謡曲教室（１９：００～千代神社）
６
長期戦略委員会（１８：００～千成亭レストラン）
８
定例理事会（１１：３０～彦根ビューホテル）
次年度理事会（１３：５０～事務局）
１１ けやき道清掃（８：００～芹川けやき道）
１５ 謡曲同好会お稽古（１３：４０～彦根ビューホテル）
１８ ゴルフ同好会第５回ゴルフコンペ
（彦根ＣＣ・双葉荘）
２６ 浦部謡曲教室（１９：００～千代神社）
２９ 会長杯ゴルフコンペ（彦根ＣＣ）
最終例会（１８：００～彦根ビューホテル）

次回例会案内 （2017.6.15）
「 私の愛読書 」
担当 ： 森 育男 君
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3-8 彦根商工会議所３階
TEL 0749-23-2101 FAX0749-26-9272 E-mail：hikonerc@topaz.ocn.ne.jp
http://www.hikone-rc.org/
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パストガバナー 山崎時雄

小椋政昭
本庄秀樹
中川勝晴

「石田三成公いいひとプロジェクト小冊子贈呈式
社会奉仕委員長 渡邊僖子
去 る ５ 月 ２ ２ 日（月）や っ と 出 来 上
がった小冊子を佐和山小学校、鳥居
本中学校に届けることができました。
鳥居中学校へは鳥居本小学校６年生
が全員進学していることから、会長出
席のもとささやかな贈呈式を催行いた
しました。中日新聞社と毎日新聞社の
取材を受け、当時鳥居本小学校６年
生担任の大西先生も駆けつけて下
さって子ども達と共に大変喜んでいただけました。１０月か
ら４回にわたる活動を振り返りますと集大成としてまとめあ
げたこの小冊子に万感胸にせまる思いがいたします。この
事業が両校の子ども達の将来に何かお役に立てていれ
ば幸いです。

クラブロータリー情報委員長会議出席報告
次年度会員組織理事 西村 昭
５月２７日（土）午後１時から京都ホテルオークラで開催さ
れた「クラブロータリー情報委員長会議」に出席しました。
「新入会員が立派なロータリアンに育ってもらうためにク
ラブの情報委員会がどのように活動したらいいか考える」
を目的に、会員数の規模別に１０グループに分かれ、グ
ループディスカッション形式により情報活動についての意
見交換を行いました。私は会員数９２名から６２名のグ
ループに参加しましたが、他クラブの取り組みの中で印象
に残ったことを列記いたします。
＊情報委員長は会長経験者が殆どで、２～３年委員制の
クラブが複数あった。
＊オリエンテーションは１人の入会者に１～２回実施が多
く、ロータリー情報委員長が中心になって、会長、紹介
者、顧問等も出席し、説明しているクラブが多数。入会
者の事業所（会社等）を訪問して実施しているクラブも
あった。
＊顧問を入会者ごとに委嘱しているクラブが複数あり、顧
問は新入会員育成の役割を担っている。
＊情報集会は年２回程度開催が多く、その年度の活動に
反映することがてぎるよう前半に２回開催しているクラ
ブがあった。
＊新入会員歓迎会は殆どのクラブで開催。年２～３回決
めて開催のクラブもあり。
＊新入会員の入会式当日発行の週報に、入会者の紹介
を詳しく掲載している。（事前投稿により）
＊入会３年未満の会員セミナーを年に２回程度開催して
いるクラブ多数。

第４回ゴルフ同好会コンペ報告
ゴルフ同好会幹事 赤嶺英光
５月２１日（日）信楽にあります
ザ・カントリークラブにて総勢１１
名の参加を得て第４回ゴルフ同
好会コンペを開催しました。当
日は、初夏を通り越し本格的な
夏を感じさせる絶好のゴルフ日
和のなか熱戦が繰り広げられま
した。結果はバンカー数７９の難関コースを見事制した大
舘君が優勝、２位は前半の不調を後半巻き返した秋野
君、３位は小田柿君となりました。８９のベスグロで回った
田井中（徹）君はハンディに恵まれず３位圏内に絡むこと
成りませんでしたが、ここは暫定チャンピオンただでは終
わりません。ニアピン３つとドラコン１つを獲得し、しっかり
見せ場を作ってくれました。
全５試合の累計ポイントで競う年間チャンピオンも残す
は１試合となりました。１８５Pの田井中（徹）君がこのまま逃
げ切ることになるのでしょうか？ それとも伏兵現れるか？
次回は６月１８日（日）彦根CCにて開催予定です。皆様
奮ってご参加下さい！
OUT IN GROSS HDCP NET
優 勝 大舘 康伸 君 ４７ ４５
９２ １６．８ ７５．２
準優勝 秋野 正誠 君 ４２ ４９
９１ １５．６ ７５．４
３ 位 小田柿喜暢 君 ４９ ５８ １０７ ３１．２ ７５．８

親睦旅行報告
親睦活動委員長 今村康博
６月３日(土)～４日(日)淡路
島へ行ってきました。晴天に
恵まれ２８名が参加。出発直
前にブルーインパルスの予行
演習に歓喜を上げ、勢いをつ
けて１３時半に出発。バス車
中でかなりの量のアルコール
類が飛び交い、途中カラオケも始まったりして宴会ムード
満点。宿泊先のエクシブ淡路島に着いて一息ついたと
思ったらすぐに夕食・懇親会が始まりました。このとき全員
すでに気分は二次会でした。ここでもおいしい料理に舌
鼓を打ちながら和気あいあいと盛り上がり、三次会のカラ
オケルームへと進み、夜中まで唄い踊りました。２日目さら
に雲ひとつない天晴（あっぱれ）な晴天に恵まれ、ゴルフ
組は洲本ゴルフ倶楽部にてファーファーとはしゃぎながら
プレーを楽しみました。観光組は賀集山護国寺でお祓い
して頂き、淡路人形浄瑠璃館では人形浄瑠璃の説明を受
けた後、浄瑠璃作品を観賞しました。昼食は「うずしお温
泉・うめ丸」にて鯛料理を堪能。帰りの車中でゴルフの結
果発表があり、優勝は…天候とメンバーとハンデに恵まれ
恥ずかしながら今村がしてしまいました。準優勝は二年連
続で嶽釜君、ベスグロは田井中(徹)君でした。本当に思い
出に残る楽しい旅行になりました。

全国ロータリークラブ野球大会（甲子園）報告
野球同好会監督 田部正俊
宮川会長年度に２回目の甲子園出場の機会を得て、５
月１９日（金）の前夜祭 ノボテル甲子園に戸所君、安居
（継）君、和田君、藤井君そして田部（正）の５名がお国自
慢大賞を目指して参加。
去年最終例会に皆様に披露しました女城主直虎の寸劇
パートⅡとして、今回も築城４１０年祭のＰＲも兼ねて、藤
井君の直虎、オープニング曲で登場。観音経を読経しな
がら入場して登壇。「我が直虎じゃ」ざわついていた会場
も一瞬静まり、和田君の名調子の司会よろしく、各自彦根
をＰＲ。（龍潭寺、４１０年祭、ブルーインパルス等） 最後
に明日の試合に向けて全員「がんばろう」三唱で降壇。
あとの前夜祭参加チームも各お国自慢を披露され、出
雲南ＲＣおくにの踊り、海南東ＲＣのみかんのゆるきゃらの
登壇などありましたが、当彦根が秀逸と思いきや、またま
た震災の熊本の八代ＲＣに優勝をさらわれ、残念な思いと
やりきった満足感もあり、楽しい前夜祭でした。

さて、本番の５月２０日（土）第４試合、午後１時から試合
開始。東京府中ＲＣとの対戦先攻をとり、一回相手ピッ
チャーの速球にタイミング合わず、２者連続三振とピッ
チャーゴロでヒットなし。先発の田部、相手バッターを緩急
織り交ぜ２回を１失点に押さえゲームをつくり、味方の反撃
を待つ。３回守備、去年のリベンジとばかり、満を持しての
土田君の登板。さすが高校球児と思わせる速球で一点に
押さえ４回を迎える。味方ヒットが重なり２点を取り同点とな
り接戦。その裏、土田君ランナーを出し、牽制でボークと
なり得点を許すなど５点を献上するも投げきる。最後の攻
撃は敢えなく３者凡退で時間切れ終了。
しかしながら、今回は各自がそれぞれの役割を見事に
果たし引き締まった好ゲームでした。（反省点はもう少し
ヒットがほしかった。）
各自やりきった充実感を胸に、神戸屋にて反省会。今後
予定されている滋賀県内ＲＣ野球大会（新規に開催 ７月
～１０月）に向けての健闘を約束し、帰路につきました。
出場の皆様、嶋津君、直虎の藤井君、ヴー君（前米山
奨学生）お疲れ様でした。そしてお手伝いありがとうござい
ました。
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田部（正）君（ピッチャー）…監督として、十分な練習日程
が取れず練習不足でした。個人としては自主トレの成
果が結果となり満足しています。
土田君（ピッチャー）…“甲子園で１勝を！”夢は簡単には
叶わないから、ロマンがある！これからも永遠に夢を追
いかけていきます！
永井君（キャッチャー）…昨年に比べてチーム力が飛躍的
に向上し、充実した楽しいゲームでした。打撃強化に
より来年こそ勝利！
和田君（ファースト）…甲子園球場で家族、女性がグラウン
ドに入れるのは、プロ野球、高校野球、ロータリー野球
大会だけですよ。
石原君（セカンド）…久しぶりの甲子園楽しかったです。
垣平君（サード）…三度目の甲子園。初勝利は叶いませ
んでしたが、また一つ大切な思い出が増えました。あり
がとうございました！
戸所君（ショート）…会心のクリーンヒット。最近「６の４」と我
ながら好調。良きメンバーと応援の息子ペア。快晴の
「楽しきかな甲子園」やめられませんね。ビール美味。
安居（継）君（レフト）…「９番、レフト、安居君」このアナウン
スを聞いただけで、ワクワクして高揚感が止まりません｡
最高です。
田井中（徹）君（センター）…甲子園、若き頃憧れていたこ
の球場で試合ができることに感謝です。勝ち負け関係
なく、メッチャ楽しかった。
今村君（ライト）…心地よい風が吹いた甲子園。清々しい
気分とは裏腹に４番が３打数ノーヒットって……切腹し
てお詫びします。

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

前回例会報告
会長の時間では、宮川会長から「石田三成公いいひと
プロジェクトの冊子を５月２２日に鳥居本中学校に持参し
ました。毎日新聞と中日新聞が取材に来て記事を掲載し
てくれました。また、先日ライラが福井で開催され、千成亭
の川嵜海知さんが参加されました。ライラは地域に戻って
奉仕を実践して頂くことになっているので、ロータリーとし
てフォローをしていただきたい。」と話されました。
「私の夢」スピーチは本登忠雄君。「私の名
字は珍しく、子供の時からきっちり読んでもら
えなかった。祖父も父も一人っ子であったの
で、この名字が無くなるかもしれなかった。父
の代で４人の男子が生まれて、今は彦根に
１０人、名古屋、神戸、岡山にそれぞれ４人います。将来３
～４世代先には1，０００人を超えられたらいいなと思って
います。」と話されました。
卓話では、松田充弘君が「ちょっと気にな
る木の話」というテーマで話されました。
「木のことをあまり知らない若い大工さんと
かにお話しする話をします。木には、いろい
ろな分類方法があります。「針葉樹と広葉樹
の特徴」では、針葉樹には約５００種類あり、
杉、桧、松などとがった葉をもち、まっすぐ伸びる特徴があ
ります。用途は主に家の柱や和風建築の造作材です。広
葉樹には、訳２０万種類あり、欅や桜など平べったい葉を
もち、木が横に広がる特徴があります。用途は主に床材や
家具です。「人工林と天然林」では、日本の国土面積の約
６８％が森林で、世界第２位です。人工林はそのうち４０％
を占めていて、杉がそのうちの４８％を占めています。人
工林の割合の世界平均が５％なので、日本はかなり人工
林が多いと言えます。特に九州や四国は人工林が多いで
す。「都道府県別の木材生産額は、１位は北海道、２位は
岩手、３位は宮崎で、逆に下位は４７位が沖縄です。滋賀
県は４２位で意外と下位になっています。「日本三大美
林」は、天然林では、木曽桧、秋田杉、青森ヒバ。人工林
では、尾鷲桧、天竜杉、吉野杉です。「板目材と柾目材」
は、板目材は、天井板やテーブル、大黒柱に使われま
す。柾目材は、床柱や将棋盤などに使われます。「心材
（赤 身）と辺 材（白 太）」で は、心 材が成 長 した赤 い部分
で、辺材が若い白っぽい部分です。それを混ぜた源平材
というのもあります。「木造建築いろいろ」では、世界最古
の木造建築物は法隆寺です。東大寺は最近まで世界最
大の木造建築物と言われてましたが、最近スペインのセビ
リアにあるメトロポールパラソルという約５，０００㎡ある建物
が出来て世界一の大きさだと言われています。木造建築
物は環境にやさしい建物なので、最近見直されていま
す。オリンピックに向けて建築が進んでいる新国立競技場
や、名古屋城などがあります。また、新たなCLT工法で
は、９階建のビルも建築可能だそうです｡」と話されました。

出席報告
ﾒｰｷｬｯﾌﾟ 出席率（％)

４．みんなのためになるかどうか

ニコニコ箱
（本日計 60,000円・累計 2,819,000円・達成率93％）
残り１ヶ月となりました。まだ事業も残っております。よろし
くお願いいたします…宮川君
あと１ヶ月になりました。よろしくお願いします…本庄君
卓話のお時間をいただきありがとうございます…松田君
２分間スピーチをさせて頂きます。よろしくお願いします
…本登君
晴天の甲子園。前夜祭共々楽しんできました…戸所君
甲子園大会敗れはしましたがナイスゲームでした。皆様お
疲れ様でした。詳細は次週の週報で・・…田部（正）君
甲子園野球大会に参加させて頂きありがとうございました
…安居（継）君
久しぶりの甲子園楽しませてもらいました。同好会の皆さ
んありがとうございました…石原君
甲子園大会、３打数ノーヒット、申し訳ごごさいません
…今村君
ＲＣ甲子園野球大会に出場させていただいてありがとうご
ざいました。甲子園で一勝の夢がかないませんでした
が、昨年より成長できました…土田君
５／２１若い人中心の同好会遠征コンペで準優勝いたしま
した…秋野君
本日バッジを忘れました…松田君
例会の欠席が続きました…岡君
皆様ニコニコご協力を…近藤君
誕生日を祝っていただいて…渡邊君、大舘君
妻の誕生日を祝っていただいて…宮川君、大舘君
結婚記念日を祝っていただいて…近本君、赤嶺君
結婚記念日を祝っていただいて。早いもので４０年目を迎
えました…谷君
皆出席表彰感謝。もうそろそろ免除頂きたいと思います
…清水君
ＳＡＡのお許しをいただいて…片岡君

－ ロータリアンの幸福 －
クラブは奉仕をするための団体でなく、奉仕をする人々
の集まりである。

他クラブプログラム予定
６月 ９日(金)

長浜東ＲＣ 「ＲＹＬＡ報告」

６月１２日(月)

長 浜ＲＣ 「地方創生と地域メディア」

６月１２日(月)

五 ・ 能ＲＣ 「献血例会」

会員数

当日出席

５月２５日

６２（１４）

４０（６）

０

７７．７８

６月１３日(火)

長浜北ＲＣ 「１年を振り返って」

５月１１日

６２（１４）

３９（７）

１０

８９．０９

６月１３日(火)

彦根南ＲＣ 「インターアクトについて」

会報委員会

／

小田柿喜暢

那須賢司

嶽釜信一

永井裕樹

