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ロータリー：変化をもたらす
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愛着と誇り

第2650地区ガバナー 田中誠二

彦根ＲＣ会長テーマ

「現在を見つめ、未来を創造する」明るく・楽しく・前向きに
彦根ロータリークラブ会長 小椋政昭

RC名
設立年

Port-Vila
1972

国・地域
地域番号

バヌアツ・ポートビラ
9910

バヌアツ共和国、通称バヌアツは、南太平洋のシェパード諸島の火山島上に
位置する共和制国家である。西にオーストラリア、北にソロモン諸島、東に
フィジー、南にフランス海外領土のニューカレドニアがある。イギリス連邦加
盟国。ポートビラはバヌアツの首都。人口は約2万9千人。エファテ島の南岸に
位置し、西に開けた湾に臨む。港と空港があり、同国の経済面での中心地とも
なっている。
出典：Wikipedia
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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
「私の誇りに思うもの」
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
「新会員スピーチ」担当：澤田和重 君
「Ｈ・ＲＬＩについて」
担当：Ｈ・ＲＬＩリーダー
秋野正誠 君
閉会点鐘
今日の食事
幕の内

田部泰男君（２月３日）
田部正俊君（２月４日）
近藤市右ヱ門君（２月５日）
宇都宮靖雄君（２月６日）

ご夫人誕生日 細江君ご夫人正子さん（１月２８日）
井の下君ご夫人弘子さん（１月３０日）
結婚記念日

宮川君ご夫妻（２月４日）
田部（泰）君ご夫妻（２月７日）

皆出席

宮川君…１６年

２月のスケジュール
２／ ３ Ｍｙ Ｒｏｔａｒｙセミナー
（１３：３０～学校法人大和学園）
４ 第２回社会奉仕委員長会議
（１３：３０～リーガロイヤルホテル京都）
５ 浦部謡曲教室（１９：００～千代神社）
８ 謡曲同好会お稽古（１３：４０～彦根ビューホテル）
野球同好会総会（１８：００～鳥羽や）
名門ＲＣ新年総会（１８：００～華見）
１５ 第１回Ｈ・ＲＬＩ（１７：００～ホテルサンルート彦根）
１９ 浦部謡曲教室（１９：００～千代神社）
２２ 謡曲同好会お稽古（１３：４０～彦根ビューホテル）
２５ ＲＬＩ卒後コース（１３：００～ガバナー事務所）

次回例会案内（2018.2.8）
「 ベトナム平和村 国際奉仕報告 」
担当 ： 国際奉仕委員長 小田柿 喜暢
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 FAX 0749-26-9272
E-mail：hikonerc@topaz.ocn.ne.jp http://www.hikone-rc.org/
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２０１７～２０１８年度情報集会結果報告
＜第１班＞
テーマ「未来のロータリーについて」
１．ロータリーで楽しかったこと？
・例会でいうと、異業種の方との交流により情報交換がで
きる場でもあるので、例会が始まる前の雑談時間も楽しい
時間である。
・委員会の役をいただき、講師を招いての事業を行った。
大きな責任もあり大変な経験ではあったが、やり終えた後
の達成感も同時に味わうことができた。
・クリスマス家族会や納涼例会などの親睦活動での委員
会ごとの出し物が楽しかった。
・同好会では自分たちの好きなことが楽しめるのがよい。
・仕事の関係抜きで色んな話が聞けて楽しいところであ
る。大企業の社長さんや各方面で活躍されている方々と
も懇意にでき、自分自身を高められる場として刺激になっ
ている。
２．ロータリーをより楽しくするためには？
・ロータリーソングにあるように、気軽に「やぁ」と声をかける
こと。
・事業や例会など、どの場面においても積極的に参加す
ることから得られるものは多い。
・メーキャップなどで全国のクラブに出席し、そのクラブの
活動を知ることで、より良いクラブ運営のあり方について勉
強できたり、また彦根ＲＣの良さにも改めて気づくこともで
き、ロータリーをより深く知り楽しむことにつながると思う。
・例会時の食事の時間をもっとゆっくりと取れたらよいと思
う。今はちょっと時間に追われている感じがする。
３．日頃の行動でロータリーを意識するのはどんな時？
・アメリカなど海外ではロータリアンは一目置かれている存
在とも聞く、そのような存在となるためにはロータリーバッ
ジに恥じない行動を心掛ける必要がある。
・自分自身の行動を律するため、例会や事業の時以外に
おいても、バッジを付けて外に出かけることも多い。
・昔は今よりもよりステータスが高かったように感じる。
・街中で声をかけられた時に「彦根ＲＣです。」と自信を
もって言えるようでなければいけないと思う。そのために
は、日頃からロータリアンとしての自覚ある行動が必要で
ある。

＜第２班＞
入会1～５年 ロータリー歴メンバー 意見
・会長方針がむつかしく堅苦しく感じる。サブテーマの方
がしっくりと理解できる。
・はじめて委員長として委員会を担当したが当初、委員会
の活動における方針が定まらず苦労している。
・同好会活動（ゴルフ）は楽しく参加している。
・ロータリアンとして人から見られているので誇りを持って
行動している。
・ロータリーは楽しくないといけないのかということに対して
疑問に思う。

・何のためロータリーと関わっているのかはメンバーのそれ
ぞれが価値観を持って参画していけばいいのではないで
しょうか。
・担当委員会を決めるのに事前の打診などもう少しオープ
ンにしてもらいたい。
入会５～10年 ロータリー歴メンバー 意見
・年度毎に担当が変わるので委員会業務を円滑にかつ不
安無く業務を遂行するためには業務のマニュアル・ドキュ
メント化が必要。
・ロータリーに関してあまり深く考えずに真面目に取り組ん
で行けばいいと思う。
入会10年以上 ロータリー歴メンバー 意見
・極端に言ってロータリーは楽しいかと言えば楽しくないの
が本音。
・委員会担当になれば一生懸命しないといけないのでは
ないか。
・自分の人生の時期で関われる度合いが変わるので、あ
まり難しく考えないで参加するのがいいのではないでしょ
うか。
・時間が許す限りロータリーに参加することが必要。
・ロータリーという組織に属しているのだから色々な事にも
まれてそれぞれが人間として成長してもらいたい。
（総括）
「未来のロータリー」に対する考え方として「日々新たに」と
いう気持ちを持ち続け、組織は時代に対応し変革し、将
来に備えていかないといけないのではないでしょうか。

＜第３班＞
①未来のロータリーについて……ロータリーがより楽しく
感じられるには
・同好会などを通じて仲の良い人、または気の合う人を見
つける。
・本来、楽しいのが当たり前である。
・会員同士イーブンな関係で役員も順番にやるのがい
い。
・会員の卓話でその人を知ることが大切である。
・異業種の考え方も見えるし、人脈を広げられる楽しみが
ある。
・日本国家のこの先のことまで考え、青少年に正しい歴史
観を伝えねばならない。
②ロータリアンとしての日頃の行動について
・ロータリアンだからというわけではないが、社会人として
青少年の模範となるよう常に心がけている。
・職業倫理を重んじている。倫理観がなければロータリア
ンの資格はない。
・職業奉仕が基本なので自分の仕事を一生懸命やる。日
頃から清掃する。当たり前のことを当たり前に。
・ロータリアンの倫理を身に付けていきたい。
・他クラブの人と交流して自クラブをもっと良くするために
話を聞いてくる。
・みんなの幸せを考えて行動する。

③まとめ
①の項目について、人口減少やその他諸々の事情による
会員数の減少問題に多くの方が危機感を持っておられ、
改めて今後のロータリーがどうあるべきか白熱した議論が
なされました。
②に関してはやはり、倫理観と高潔性を重んじているとい
う意見が大多数でした。特に各々の職業を通じて社会に
奉仕するという職業奉仕の理念を皆さん大事にしておら
れました。

＜第４班＞
「ロータリーがより楽しく感じられるためにはどうすれば良
いのか？」
・女性会員はロータリーに対してどう考えているのか？楽
しくするにはどうすれば良いか迷いもあるが、役職の仕事
を進める中で楽しめるように努めていきたい。
・ロータリーの歴史やロータリーの目指していることなど、
ロータリー自身を知ることが大事であり、知るためにはロー
タリーの行事に参加すること。例会以外にも同好会等の横
の繋がりにも積極的に参加を。
・同好会の参加も正式に参加しなくても、ちょっと参加して
みるということでも良いのではないか。それが横の繋がりを
深めることになる。
・ロータリーは先輩・後輩の縦の繋がりが強いが、色々な
会に参加することで横の繋がりも大切にしていきたい。
・例会の食事時間では同じテーブルの人と積極的に話
し、交流を深めることが大切。
・ロータリーを通じて地域の活動にも積極的に関わること。
・会員の話をしっかりと聞くことが大切。卓話ではゲストを
呼んで話を聞くことよりも会員自身が話をし、話を聞くこと
の方が大事。会員が主役のロータリーであるべき。
・自らが楽しむことが大事であり、誰かに楽しみを与えても
らうものではない。
・大変なことでもやりきることで達成感も出てくる。
・名門クラブを訪問することで色々と学ぶことがある。他ク
ラブとの交流を通じて楽しむことができる。
・他クラブを訪問し、時間の使い方（食事のスタート時間
等）が参考になった。例会の進め方に工夫も必要ではな
いか。
「ロータリアンとしての日頃の行動について」
・日頃の行動とは、４つのテストの実践が全て。
・倫理観を持ち、職業奉仕の精神を持つこと。
・勉強を続けること。

＜第５班＞
・年代の違う人と話が出来るのは良い。
・ギャップを感じる時がある。
・自分の立場で、年齢の上の人とも下の人とも楽しく付き
合えるのは個々の問題であり、個々の資質である。
・それぞれの立場で楽しめばいい。
・事業があれば、まとまりが出来、そこから奉仕を通しての
楽しみが出てくる。
・ロータリーはボランティア団体であり、楽しいとか楽しくな
いとかではなく、仲間であり、いいものである。
・仲良しクラブと勘違いしている人がいる。

＜第６班＞
・例会の回数・活動の回数が多すぎる。仕事で抜けられな
いことが多く参加できないことが多いので感じる。
・例会に出られないことが多いので夜間や休日に行われ
る例会以外の活動を含めて積極的に出席している。
・職業奉仕を通じて地域社会へ貢献できるように努めてい
る。ロータリー活動としてメンバーの職場訪問や仕事の卓
話などでもっとメンバーの仕事や職業を通してのＣＳＲなど
知れる機会増やしてほしい。
・例会以外の活動に関わることで自分の仕事上では、無
い経験が出来ている。
・自分で積極的に楽しまないとロータリーは楽しくならない
と考えている。クラブの中で自分のポジションを確立すると
楽しくなると考える。ロータリーの社会奉仕は、自分の会社
で活動するための練習。
・正直毎週の例会は、楽しくないと思っているが委員会活
動に関わる事で少なからず面白さを感じている。男女の
壁を取り払っては？
・自発的に自分自身で楽しみを見つけていかないと、楽し
くならないと思い、積極的に活動に参加をするようにして
いる。
まとめ
楽しいロータリーライフにするには、自発的に参加し、積
極的に活動することが楽しくする秘訣だと感じました。情
報集会などもっとテーマを掘り下げた内容で語れる時間も
必要だと感じました。

＜第７班＞
「未来のロータリー」について
ロータリーがより楽しく感じられるためにはどうすればよい
か
・参加することで楽しみが感じられる。特に例会には出席
し、積極的に話すことが大事。
・楽しく感じるか感じないかは自分自身である。とにかく参
加すること。
・例会は出席者を考え、時間帯に変化をつける。
・伝統として受け継いでいることは続ける。
・明るく、楽しく、前向きに、の次に積極的に、がある。その
ためには役を受け、ＲＣに入り込み、自分が中心に行動す
ると自然と楽しくなる。
・他の地域でもＲＣ会員とわかればそれだけで仲良くなれ
る。
・ＲＣは自身の感じ方次第で決まる。その中で積極的に行
動して行くことが未来のロータリーに繋がると思う。
ロータリアンとしての日頃の行動について
・「僕」ではなく「わたくし」と言う。心の男前を目指す。
・未来のＲＣについてはよくわからないが、根っこの部分は
変わらない。
・例会時のマナー（入退室時一礼する）
・日頃の行動においても改善がみられるようになった。

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

幹事報告
１．２０１８～２０１９年度国際ロータリーテーマが発表になり
ました。

ラシン会長エレクトは、米国サンディエゴで開催中の
ロータリー国際協議会で、次期地区ガバナーに向けて
２０１８－１９年度テーマ「インスピレーションになろう」を発
表。「何か大きなことに挑戦しようというインスピレーション
を、クラブやほかのロータリアンに与えてください。自分より
も長く、後世にも生き続けるものを生み出すために、行動
を起こす意欲を引き出していただきたいのです」

ゴルフ同好会報告
１．彦根南ＲＣとの合同ゴルフコンペを下記の通り開催しま
す。多数のご参加お願いいします。（3/29は休会です）
日時 ／ ３月２９日（木）９：０３スタート
場所 ／ 彦根カントリー倶楽部
２．定例の同好会ゴルフコンペを４月１５日（日）彦根カント
リー倶楽部で行いますのでよろしくお願いします。
３．県下ＲＣ合同ゴルフ大会が彦根南ＲＣのホストにより下
記の通り開催されます。ご予定ください。
日時 ／ ４月２０日（金）
場所 ／ 彦根カントリー倶楽部
前回例会報告
会長の時間では、小椋会長から最澄が唐よりお茶の種
子を持ち帰った話から始まり、茶せんの伝来、そして茶人
千利休の登場、現代の茶の原型を確立した永谷宗円、山
本山初代の山本嘉兵衛までお茶の歴史と飲み方の変遷
について話されました。
私の誇りに思うものスピーチは本登忠雄
君。「建築の仕事は危険、汚い、きつい、工
事が始まると音やホコリで周辺の皆さんから
嫌われるなど良いことないなあと思うことあり
ますが、事故やケガが付きもののこの仕事に
あって手掛けた県立大学交流センター、県営住宅等々幸
いにも大過無くやってこられたことが私の誇りに思うことで
す。また、火葬場の炉の中、市立病院のヘリポート、拘置
所・留置所のなど一般的には立ち入れない場所や見られ
ないものを見ることができたのもこの仕事だからこそであっ
たと思います。」と話されました。
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会報委員会

／

赤嶺英光

４．みんなのためになるかどうか

本日の卓話は「創業７０年を目前に！」と題して西村昭
君が話されました。
「昭和１７年１月２１日生まれで７６歳になりま
した。生まれは大阪です。戦時中は日野に疎
開し、終戦後、父の仕事の関係で彦根にでて
きました。その父も私が小学校１年の時に病
気で亡くなり、４人の子供を育てるべく、昭和
２３年に母が祖父（校長先生）の関係もあり教材の販売を
始めました。経済的には苦しかったものの勉強ができた兄
２人は大学に進学、益々厳しい家計から自分は中学を卒
業したらすぐに就職しようと考えていました。しかし当時は
両親健在を条件にしている会社ばかりで、就職を断念し
高校卒業後、母と一緒に仕事を行うようになりました。２０
歳そこそこでしたが少しでも業を大きくすべく融資のお願
いに奔走していたあの頃から今年の１１月で７０年を迎え
ます。これからも教材供給のこの仕事を通して滋賀県の子
供たちの学力向上に寄与していきたいと考えておりま
す。」と話されました。

ニコニコ箱
（本日計 37,000円・累計 1,808,500円）
サッカー大会無事終わりました。角田委員長お疲れ様で
した。本日は雪見例会、寒さ対策して下さい…小椋君
次年度委員会構成を週報で発表させていただきました。
よろしくお願いします…安居（継）君
幹事代行をさせていただきます。次年度の委員会構成を
発表させていただきました。ご協力よろしくお願いしま
す…那須君
サッカー大会お疲れ様でした…安居（継）君
卓話の機会をいただいて…西村君
本日２分間スピーチと誕生日のお祝いとＷで感謝してい
ます…本登君
グルメの会新年総会無断欠席してしまいました。スミマセ
ン！！…石原君
久しぶりの雪で雪どけをして体力を使いました。大森様あ
りがとうございました…田部（泰）君
７５年間に感謝…北村（登）君
バッジ忘れました…堤君
彦根ＲＡＣ例会
２月 １日（木） 「仕事を楽しむ」 講師：秋野君
１９：３０～食事 ２０：００～例会 於．龍鱗
２月１３日（火） 「盆梅展鑑賞」
１９：００～ 豊公園集合
（２月１５日例会が２月１３日に変更になりました）
他クラブプログラム予定
２月 ２日(金)

長浜東ＲＣ 「昭和流行歌にみる
若者流出といま」

２月 ５日(月)

長 浜ＲＣ 「長浜ユネスコ協会
設立７０周年を迎えて」

２月 ５日(月)

五 ・ 能ＲＣ 「移動例会」

２月 ６日(火)

長浜北ＲＣ 「イニシエーションスピーチ」

２月 ６日(火)

彦根南ＲＣ 「巷で話題の
ＩＯＴ－ＡＩの優しい解説」

近本和也

大塚義和

渡邊僖子

受付あり

