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第３２７６回例会
２０２０．２．１３
開会点鐘
ロータリーソング斉唱「我らの生業」
ビジター紹介
会食・懇談
会長の時間
「感謝・友情」
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：柳 大輔 君
☆ロータリー創立記念日にちなんで
閉会点鐘

今日の食事
カレーバイキング

次回例会案内（2020.2.20）
「石田三成の再評価」
ゲスト ： 柏原宿歴史館 館長
担当 ： 安居秀泰 君
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お祝い
会員誕生日

宇都宮靖雄君（２月６日）
和田一繁君（２月９日）
宮川基司君（２月１７日）
ご夫人誕生日 安居（継）君ご夫人初代さん（２月１５日）
結婚記念日
上田君ご夫妻（２月８日）
渡邊君ご夫妻（２月１５日）
入会記念日
安居秀泰君（平成１４年２月７日）

理事会報告（2020.2.6）
１．彦根ＲＣ細則変更の件 承認
２．高松ＲＣ来彦の件
４月９日（木）１８：００～彦根ビューホテルにて合同例
会を行う
３．高松ＲＣとの親睦ゴルフコンペの件
４月１０日（金） 名神八日市ＣＣにて行う
４．親睦旅行の件 ６月６日（土）～７日（日） 浜名湖方面
５．地区大会懇親会の件 クラブ単独で開催（場所は未定）
６．２０２０学年度米山奨学生受入れの件
ツーティーゴックさん（ベトナム・滋賀大学経済学部）
2020/4/1～1年間 カウンセラー 渡邊僖子君
２０２０～２１年度「ロータリーは機会の扉を開く」
ホルガー・クナーク会長エレクト
の２０２０～２１年度テーマは「ロー
タリーは機会の扉を開く」です。こ
のテーマは、ロータリアンがリー
ダーシップを強化する機会をつく
り、奉仕の理念を行動へと移し、
支援を必要とする人びとの生活を
向上する活動を行うようロータリア
ンを喚起しています。
（国際ロータリーＨＰより）
☆次年度公式訪問は２０２０年８月２７日（木）に決まりました｡
ご予定ください。

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

第２回社会奉仕委員長会議報告
社会奉仕委員長 松田充弘
２月９日（日）リーガロイヤル
ホテル京都にて、第２回社会
奉仕委員長会議が開催され
参加してきました。
講演では、『スペシャルオリ
ン ピック とは～心のバリ アフ
リーを目指して～』というテー
マで、京都ＲＣの会員でもあり、ＮＰＯ法人スペシャルオリ
ンピック日本・京都専務理事兼事務局長の木本和秀様よ
り、知的障がい者のスポーツ協議会であるスペシャルオリ
ンピックについてのお話がありました。
スペシャルオリンピックとは、ダウン症や自閉症、発達障
害などで知的障がいのある人達にオリンピック競技に準じ
たスポーツトレーニングと、その成果の発表の場である競
技会を運営している国際的なスポーツ組織のことです。滋
賀県にも事務局があり、２００人を超えるアスリートが在籍し
ており、知的障がい者がスポーツを通じ社会との繋がりを
持てる場として様々な活動をされています。
地域の事務局を運営する中では、資金、スタッフ、拠点
設備などの面で、色々と課題は多いとのことですが、講師
の方が「参加者であるアスリートの笑顔を見ることが一番の
喜び」と最後に言っておられた言葉が印象的でした。
幹事報告
☆２０２０～２１年度ロータリー手帳の申し込みがきておりま
す。希望される方は２月２０日までに事務局までお願いい
たします。１部６６０円。
前回例会報告
会長の時間では、戦後７５年になり、平和への思いとガ
バナー月信２月号の彦根ＲＣカロムでつなぐ日越交流プ
ロジェクトの掲載について話がありました。
「感謝と友情」のスピーチでは、青木竺峰君
から日々のロータリーへの感謝、米山奨学生
のバオ君へのかかわりへの感謝をしています
とのことです。
卓話の時間では、秋野正誠君から「倒産
そして膵癌」～それでも、素晴らしきかな、我
が人生～というテーマで卓話をしていただき
ました。７８年の人生で２度の大きな挫折を経
験しました。２６歳で広告代理店を起業し、大
阪万博前ということもあり好景気で急成長を
しました。１年目の決算で売上３億７千万に対して経常利
益が５２%もありました。それが後の倒産に影響したのかと
思います。MAZDAの全国の指定業者にもなり、建設業に
も進出し各営業所の建築で成長していきました。大阪上
本町に本社ビルを建設、‘７８年売上も２０４億となりまし
た。このころより驕りもあり、どんぶり勘定なところもあって、
衰退期に入りました。
出席報告
会員数
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会報委員会
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４．みんなのためになるかどうか

数字が悪くなってきたころの私生活は朝まで呑みに回っ
てるように乱れていました。そのころ２千万融資していた友
人の会社が破綻寸前になり、友人の会社の代取会長にな
りました。その後友人が海外逃亡し債権者が押しかけてき
ました。そして、大きな不渡りを２件受け、銀行も離れてい
きました。資金繰りに苦慮していましたが、到頭自社で２回
の不渡りを出し、破綻という形で会社を閉めました。そのあ
との周りからのカンパに大変感謝しています。そして、平
和堂の故夏原会長の出会いのお陰で今の私の人生があ
ります。
次に膵癌についてですが、これは奇跡的で、肺気腫で
検査をした時に、ＣＴ画像にたまたま膵臓が映り込み見つ
かったこと、担当の医師は元滋賀医大の院長の馬場先生
だったことです。癌は２０年程かかって２cm程の大きさに
なっていました。手術後、幸い副作用もない状況です。
このように挫折を経験してきましたが、素晴らしきかな我
が人生といえるのは、彦根ロータリーをはじめ、昔からの
友人、仕事仲間など周りの人たちのお陰ですと話されまし
た｡

ニコニコ箱
（本日計 41,000円・累計 1,602,000円）
２０２０～２０２１年度役員・理事及び委員会構成を発表さ
せていただきました。 皆様ご協力の程よろしくお願い
いたします…大舘君
卓話の時間を頂いて！…秋野君
秋野さん卓話よろしくお願いします…本登君
「感謝と友情」３分間卓話に感謝します…青木君
秋野さん、本日の卓話と先週のＨＲＬＩの講師ありがとうご
ざいます…本庄君
いつも例会出席して下さいます会員の皆様ありがとうござ
います…本庄君
例会欠席が続きましてやっと今年が始まりました…宮川君
“雪遠く 水がめ琵琶湖に 赤信号”…正村君
初雪が立春すぎて２月初例会とは・・・・・それにしてもコロ
ナウイルス、インフルエンザとこわいですネ。お互い気
をつけましょう…大塚君
誕生日を祝っていただいて…近藤君
結婚記念日を祝っていただいて…宮川君、田部（泰）君、
秋野君
入会記念日を祝っていただいて…岡田（建）君

他クラブプログラム予定
２月１４日(金)

長浜東ＲＣ 「より良い運命を導く、環境から
の仕組み！『かたち風水』」

２月１７日(月)

長 浜ＲＣ 「ながはま２１市民会議運動の
歩みと湖北市民会議に期待
するもの」

２月１７日(月)

五 ・ 能ＲＣ 「会員卓話」

２月１８日(火)

長浜北ＲＣ 「２０２０年度滋賀県政に
ついて」

２月１８日(火)

彦根南ＲＣ 「クラブフォーラム」

澤田和重
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