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新年度役員挨拶

ペトラ遺跡（ヨルダン）

ペトラとは、ギリシャ語で『崖』を意味し、2000年以上前、
この地に定住したアラブ人の一族ナバテア人が、切り立つ岩壁
を削り大都市を建てたことから始まる。ペトラは、商業や交通
の要地として栄え、古代東方文化とヘレニズム文化との融合が
見られる建造物や彫刻が多くある。また、何の目的で作られた
かもはっきりしない建造物や彫刻も多く、未だに謎の多い遺跡
でもある。アメリカの映画「インディ・ジョーンズ 最後の聖
戦」などの撮影場所で知られる。

ご挨拶
会長 安居継彦
２０１８～１９年度最終例会を迎え、
ご挨拶申し上げます。伝統ある彦根
ロータリークラブの６７代会長として１
年を過ごしてきたことは私の人生に
おいて大きな節目となりました。何と
かここまでやってこられたのは、会
員の皆様、特に役員、理事、委員長のお力添えがあった
からと大変感謝しております。誠にありがとうございました。
さて、今年度バリー・ラシン国際ロータリー会長は、ＲＩ
テーマを「インスピレーションになろう」と掲げられました。全
世界でロータリーはかつてないほど重要な存在となってい
ますが、多くのロータリアンがロータリーについて十分な理
解が足りず、ロータリー会員であることの恩恵を十分に享
受していません。一番大切なのは、前向きな変化を生み出
し、私たちが今日直面する課題に勇気と希望、そして創造
性をもって正面から立ち向かう意欲を「インスピレーション」
としロータリアンの道を示されました。
中川基成２６５０地区ガバナーは、地区スローガンを「ロー
タリーを学び、実践し、発信しよう；Ｅｎｊｏｙ Ｒｏｔａｒｙ」とされま
した。歴史に裏打ちされた世界に広がるロータリーの価値
や素晴らしさを正しく理解して、社会や世界に対して新し
い息吹を吹き込み、ロータリーをともに楽しんでいただきた
いと宣言されました。
これらの方針を受け、今年度の会長テーマを「笑顔で
ロータリー、みんなでロータリー」といたしました。ロータリー
クラブで活動される目的は様々だと思いますが、ロータリー
で活動することによって、何らかの喜びが感じられる活動で
ありたい。また、ロータリーの活動は、一部の人だけがやる
のではなく、クラブ全体、あるいは委員会全体で活動して
いきたいと思い、このテーマにしました。そして、以下の１０
項目の具体的な活動目標を掲げました。「安らかでくつろ
げる例会運営」「社会に貢献する奉仕活動の実行」「会員
増強の強化」「親睦活動・同好会活動の充実」「財団、米山

への貢献」「公共イメージの向上と週報の充実」「情報集
会、Ｈ・ＲＬＩの充実」「病気等で例会に出席できていない
会員のサポート」「ローターアクトクラブへの支援」「ロータ
リー賞の達成」。もちろん、個々の評価は十分ではありま
せんが私は笑顔で終わることができ大変満足しています。
１年間を通して様々な活動をしてきましたが、具体的なと
ころは、各委員長様等にお任せし実施していただきまし
た。どの活動も精一杯やっていただき大きな成果があった
と感謝しています。私もすべての活動に参加でき、充実し
たロータリーの１年となりました。何とか大役を終えられそう
でほっとしています。
最後になりましたが、７月からは、本庄さんが６８代会長
に就任されます。次年度皆様のロータリー活動が素晴らし
い成果をあげられることを大いに期待いたしまして感謝の
気持ちを表し、ご挨拶にさせていただきます。

ご挨拶
幹事 那須賢司
歴史と伝統のある彦根ロータリー
クラブの幹事という大役を仰せつか
り、この一年間、非常に貴重な経験
をさせて頂きました。その機会を頂
いたことを、この場をお借り致しまし
てメンバーの皆様に感謝を申し上げます。私なりに「常に
前向きに、常に笑顔で」の気持ちで取り組んでまいりまし
た。至らない点も多々あり、会長をはじめ、メンバーの皆様
にはご心配とご苦労をおかけしたと存じますが、皆様のお
かげで今日の日を迎えることができました。
今年度も皆様のご協力により以下のような様々な事業を
行うことができました。本当にありがとうございました。
・「納涼例会」：滋賀銀行彦根支店の地下室など見学させ
て頂きました。
・「サッカー教室」「サッカー大会」
・「オリジナルカロム盤製作」：世界に一つしかない自身の
ストライカーの製作も行いました。
・「フードバンクひこね」活動支援：業務用冷蔵庫、業務用
精米機、製粉機の寄贈（１周年記念行事にも参加しまし
た）
・ベトナム枯葉剤障害者収容施設「友好村」にさをり織りの
織機を寄贈（会長をはじめ５名で友好村を訪問）
・親睦旅行：箱根・伊東方面
最後に、私個人として振り返ってみると、良かった点とし
ては、当然なのかもしれませんが病気もぜず健康で例会
に１００％出席出来たことです。悪かった点としては、入会
者を1名も紹介出来なかったこと、自身の紹介で入会して
頂いていたメンバーさんが、私のフォロー不足もあり、今年
度退会されたことです。
今年度も皆様のご協力を賜り誠にありがとうございまし
た。これからも楽しくロータリーの活動に参加していきたい
と思っております。今後ともご指導ご鞭撻のほどよろしくお
願いいたします。

ご挨拶
ＳＡＡ 瀧沢隆司
今年度秩序ある例会を保つ役 ＳＡＡ
という大役を務めさせていただきまし
た。伝統ある彦根クラブとして品位・楽
しい意義ある例会を保つよう会長を始
め、関係委員の皆様と共に努力してま
いりました。完全とはまいりませんが、秩序正しく品位ある
例会の中に楽しさを求め、親睦を深める場として一歩一歩
努力していく必要性を強く感じた一年でした。
反省として、会員・ゲストのスピーチの折は、話をされて
いる方の顔を見ながら「うなづき」も入れ、スピーチされて
いる方に向き合う姿勢が大切だと感じ、次年度から更にご
協力賜れば幸いです。
新会員紹介
６月２０日新しく入会されました新会員をご紹介します。
たまおき たかいち

玉置 貴一 君

（ビール醸造）
昭和３８年１０月８日
キリンビール㈱滋賀工場
工場長
（犬上郡多賀町敏満寺１６００)
趣
味
ジョギング
臨時理事会報告（2019.6.20）
１．フードバンクひこね支援の件
追加でパソコン、プリンタ、台車、秤、クーラーボック
スを寄贈（約１５万円）
２．北村昌造様から財団他寄付金の件
２月２８日ご逝去されました北村昌造様から下記の通
り多額にご寄付をいただきました。
金１００万円 内訳 ７０００ドルを恒久基金へ
残額を事務所の備品に
３．２０１９年規定審議会採択案の件
メークアップ期間については次年度で検討
彦根ロータリークラブの皆様へ
彦根ローターアクトクラブ会長 田中雄哉
上司である本登常務にお声
がけ頂き、入会して２年が経
ちます。彦根ロータリークラブ
の皆様にはご指導ご鞭撻頂
きまして、誠にありがとうござ
いました。各例会を通して多く
のことを感じながら奉仕の精
神について学んでいけたのではないかと考えています。２
年目を迎える年には会長という職務につくこととなり、”
ほっとひと息”というテーマを掲げました。まずは少ないメ
ンバーでもアクトという場を楽しみながら自分たちで何が
できるか考えていこうというものでした。今年度半ば頃から
は結びつきも強くなり、より組織的になったのではと感じて
います。来月からは川嵜会長のもと、新しい体制にてス
タートしようとしています。これからが彦根ローターアクトク
ラブの始まりですし、来年４月には４５周年式典を迎えよう
としています。今後ともご支援ご協力の程、よろしくお願い
いたします。活動中は大変よくしていただき、とても感謝し
ています。今後とも彦根ローターアクトクラブが末長く続き
ますことを心より祈っております。
生年月日
勤務先

＜２０１８～２０１９年度を振り返る＞
７月 ７日 謡曲同好会ゆかた会（双葉荘）
１９日 彦根南ＲＣ法村会長表敬訪問

８月９日 中川基成ガバナー公式訪問例会
（彦根ビューホテル）

９月６日 納涼例会（滋賀銀行・伊勢幾）
８日 第１組ＩＭ（びわ湖大津プリンスホテル）

１０月８日 サッカー教室（荒神山公園）
１８日 オリジナルカロム盤製作（丸松木材）

１１月８日 ２０１７～１８年度ＲＩ会長賞受賞祝賀会
（彦根ビューホテル）
１０日 第４３回ロータリー杯少年サッカー大会
（多賀Ｂ＆Ｇ海洋センター）

１２月９日 フードバンクひこね１周年記念行事
（彦根総合地方卸売市場内）
１３日 年忘れ家族会（彦根ビューホテル）

１月１０日 菅谷 渉君入会
２月２８日 後藤元一君入会

３月２～５日 ベトナム友好村訪問（ベトナム・ハノイ）
３０日 地区大会（ジェイテクトアリーナ奈良）

４月 ４日 花見例会（大洞弁財天）
２５日 中村 哲君入会

６月８～９日 親睦旅行（箱根・伊東温泉）
１６日
芹川堤「けやき道」清掃
２０日
玉置貴一君入会

☆フードバンクひこねへ寄贈
フードバンクひこねへの寄贈式（６／２５）に安居（継）会長、那須幹事、社会奉仕副委
員長の吉原が参加してきました。昨年の精米機等の寄贈に続き、ボランティアの活動が
スムーズに行えるものを寄贈いたしました。彦根市社会福祉協議会 圓城治男会長と磯
谷直一常務理事にお越し頂き、挨拶を頂きました。
彦根のフードバンクの活動内容は内外からの視察も多く、彦根ＲＣが支援をし、寄贈
品には彦根ＲＣ寄贈など書いているため、視察者の方も地域のロータリーでそういった
支援もして頂けるのだと関心されていたとお言葉を頂きました。

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

ゴルフ同好会報告
ゴルフ同好会幹事 上田勝之
６月１５日（土）ゴルフ同好会、今年度最終コンペを開催
しました。前日まで天気予報は降水確率１００％の大雨。
開催も危ぶまれましたが、当日は曇り空でのスタートなりま
した。ゲスト１名の参加とメンバー合わせて１６名の参加と
なり、５組に分かれてラウンド。なんとラウンド終了まで雨が
降らず、奇跡的な開催となりました。
今回の優勝は、大舘君でした。そして年間優勝は、累計
２２５ポイントを獲得された秋野君、準優勝は大舘君、３位
は田井中徹君でした。懇親会を双葉荘さんで開催し、各
組対抗のパターゲームを行い、熱い戦いとなりました。
次年度同好会安居（継）会長、角田幹事からスケジュー
ル発表と抱負を語ってもらい、無事に一年の活動を締めく
くることが出来ました。皆さんありがとうございました。
OUT IN GROSS HDCP NET
優 勝 大舘康伸 君 ４６ ４５ ９１ ２０．４ ７０．６
準優勝 清水克己 君 ５１ ５０ １０１ ２８．８ ７２．２
３ 位
秋野正誠 君 ４０ ４５ ８５ １２．０ ７３．０
前回例会報告
キリンビール㈱滋賀工場工場長 玉置貴一君の入会式
が行われました。
会長の時間では、Ｈ・ＲＬＩの修了証が角田仁君と那須
賢司君に渡されました。故北村昌造氏より１００万円ＲＣへ
寄付があったことが報告されました。親睦旅行・けやき道
清掃ご苦労さまでした。規定審議会で決まったメーキャプ
の件、クラブの細則を変更しなければならないので次年度
にまわします。それまでは現行で行います。
卓話の時間は理事期末挨拶でした。
瀧沢ＳＡＡより、皆様に感謝いたします。出席率が落ちて
います。ＲＣ精神を地域・企業に顕わして行くことが大切で
あります。卓話は、発表者の顔・目見て、聞き笑ったり、う
なずいたりして聞くようにしましょう。
田部（正）クラブ管理運営理事より、会長テーマ「笑顔で
ロータリー みんなでロータリー」に沿って、会員の相互理
解と親睦をはかることに４つの委員会が実施した。
小田柿奉仕プロジェクト理事より、体を動かさないと奉仕
は出来ない。サッカー大会・けやき道の清掃は長い歴史
があり、継続は次の発展につながります。国際奉仕では
ベトナムの支援を行った。いずれも皆様のお力添えのお
かげと感謝しています。
北村（登）財団・奨学金理事より、皆様にお世話になり、
協力ありがとうございました。米山・財団各２００ドル達成で
きたこと感謝します。故北村氏からは多額に寄付いただき
御礼申し上げます。
ニコニコ箱
（本日計 69,000円・累計 2,354,000円）
入会させて頂きます。よろしくお願いいたします…玉置君
玉置さんの入会を祝して…宮川君、大舘君
玉置さんご入会おめでとうございます…安居（継）君
玉置貴一君入会おめでとうございます…本庄君

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

故北村昌造様、多額のご寄付ありがとうございます
…安居（継）君
北村昌造様に感謝…北村（登）君
最終例会に出席できません。会長以下理事の皆様一年
間ご苦労様でした…小菅君
角田さん、那須さん、Ｈ・ＲＬＩ修了おめでとうございます
…安居（継）君
Ｈ・ＲＬＩ修了証をいただいて…角田君、那須君
親睦旅行、けやき道清掃、お世話になりありがとうございま
した…安居（継）君
親睦旅行、けやき道清掃お疲れ様でした。玉置さん入会
おめでとうございます…那須君
親睦旅行ご参加ありがとうございましたう…近藤君
親睦旅行お世話になりました。親睦委員さんに感謝
…角田君
親睦旅行お疲れ様でした…田部（正）君
ゴルフ同好会で年間総合優勝いたしました。赤嶺君、上
田君ご苦労様でした…秋野君
６／１５（土）ゴルフ同好会今年度最終コンペにてハンディ
キャップとメンバーに恵まれまして優勝することができ
ました…大舘君
「けやき道」清掃欠席しまして申し訳ありません
…岡田（建）君
けやき道清掃欠席してしまいました…大森君
“梅雨霞 グリーンはいずこ 盲打ち” 大仁カントリーにて
…正村君
妻の誕生日祝 感謝…清水君
妻の誕生日祝届けて頂きありがとうこざいます…上西君
お陰様で早いもので気がつけば１０年皆出席することがで
きました…大舘君
入会記念日を祝っていただいて…近藤君
入会記念日お陰様で６年続きました…田井中（徹）君
ＳＡＡのお許しをいただいて…本登君

編集後記
今回の発行で、２０１８～１９
年 度 の 最後 の 号と なりまし
た。本 年 度 も、彦 根 ロ ー タ
リークラブの今を伝え、会員
間の理解や親睦を深めるの
に役立つ誌面づくりを心掛
けて参りました。お陰様でな
んとか一年間無事に乗り切
ることができました。ご協力頂いたすべての皆様に感謝い
たします。特に、委員会メンバーの青木さん、宇佐美さ
ん、上ノ山さん、それから、事務局の藤井さんには多大な
るご協力を頂きました。改めて感謝申し上げます。一年間
本当にありがとうございました。 会報委員長 松田充弘

他クラブプログラム予定
６月２８日(金)

長浜東ＲＣ 「休会」

７月 １日(月)

長 浜ＲＣ 「新年度の抱負」

７月 １日(月)

五 ・ 能ＲＣ 「休会」

会員数

当日出席

６月２０日

６２（１３）

４２（５）

３

８３．３３

７月 ２日(火)

長浜北ＲＣ 「半年度の抱負」

５月３０日

６１（１３）

４３（８）

３

８２．１４

７月 ２日(火)

彦根南ＲＣ 「役員理事挨拶」

会報委員会

／

松田充弘

青木竺峰

宇佐美雅也

受付なし

受付あり

