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ご挨拶
会長 本庄秀樹
彦根ロータリークラブの皆様こんにち
は。お元気にしておられますか。
２月２０日の例会以来休会が続き、早
や１か月以上が過ぎ、皆様のお顔が拝
見出来ないのが残念でなりません。
新型コロナウイルスの影響で例会を開催することが
困難な状態となってしまい、皆様にご迷惑とご心配を
お掛けしている次第ですあります。ＲＩや地区からの要
請も踏まえ、今後の再開を検討しているところでありま
す。
先日皆様に電話での近況報告をさせていただきまし
た。皆さんの元気な声が聴けましたことに感動しまし
た。その近況報告の中で、週に１回の例会が如何に
私達の生活のリズムを作ってくれていたのか、例会が
無いと調子が狂う等の意見がございました。
そう言われてみますと、ロータリーの例会の意義を深
く考える絶好のチャンスだと思います。私たちは何だ
かんだ言っても例会を中心とした生活を送っていたこ
とに間違いなく、やはりロータリアンの生活を送ってい
たのだと今更ながら気づかされました。ロータリーは私
達の生活に根付いていたことが立証されたようなもの
です。ただ色々な行事が中止になり、ロータリーの運
営にも響いてきています。
皆様に再会できる日を心待ちにしております。
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堤 秀記君（２月２２日）
杉本克実君（３月７日）
小田柿喜暢君（３月１９日）
松田充弘君（３月２５日）
澤田和重君（３月２６日）
御代麻理子君（４月１２日）
岡田建三君（４月１９日）
藤岡聖和君（４月２７日）
小島充子君（４月２９日）
角田 仁君（４月３０日）
配偶者誕生日 田部（泰）君ご夫人清子さん（３月６日）
後藤君ご夫人敬子さん（３月８日）
那須君ご夫人美英さん（３月１３日）
和田君ご夫人ゆかりさん（３月１３日）
中村君ご夫人和恵さん（３月２５日）
小椋君ご夫人紀代子さん（３月２７日）
渡邊君ご主人徹さん（４月１４日）
大森君ご夫人美喜子さん（４月２２日）
秋野君ご夫人和子さん（４月２７日）
田井中（徹）君ご夫人純子さん（４月２７日）
今村君ご夫人幸代さん（４月２９日）
結婚記念日
西村君ご夫妻（３月７日）
中川君ご夫妻（３月８日）
那須君ご夫妻（３月１１日）
松田君ご夫妻（３月２０日）
角田君ご夫妻（３月２２日）
田部（正）君ご夫妻（３月２５日）
岡田（建）君ご夫妻（３月２６日）
青木君ご夫妻（３月２８日）
上西君ご夫妻（３月２９日）
岡君ご夫妻（４月２日）
大森君ご夫妻（４月９日）
井の下君ご夫妻（４月１０日）
片岡君ご夫妻（４月１３日）
清水君ご夫妻（４月２６日）
小田柿君ご夫妻（４月２７日）

入会記念日

皆出席

石原成郎君（平成１２年３月２日）
杉本克実君（平成１６年３月４日）
小椋政昭君（平成１６年３月１１日）
宮川基司君（平成７年３月２３日）
渡邊僖子君（平成１８年３月３０日）
小島充子君（平成１８年３月３０日）
本庄秀樹君（平成２３年４月７日）
小菅一彦君（昭和５２年４月１４日）
赤嶺英光君（平成２７年４月２３日）
中村 哲君（平成３１年４月２５日）
石原君…１９年
杉本君…１６年
渡邊君…１４年
中村君…１年

３月のスケジュール
３／２ 浦部謡曲教室（１９：００～千代神社）
５ 定例理事会（１６：００～事務局）
７ ２０１９学年度米山奨学生終了式
（１０：３０～メルパルク京都）
１６ 浦部謡曲教室（１９：００～千代神社）
２８ 次年度理事・役員会
（１８：００～ホテルサンルート彦根）
ロータリーの友３月号 必見どころ
横書き Ｐ７ 特集 水と衛生月間
持続可能性ある支援とは
Ｐ１６ ローターアクト週間
ロータリアンと共に奉仕するローターアクター

縦書き Ｐ４ 変貌する自然災害と縮災対策
京都大学名誉教授 河田惠昭
Ｐ２６ 未来への懸け橋 カロムでつなぐ日越交流
彦根ＲＣ
理事会報告（2020.3.5）
１．例会休会の件
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、３月１２日
と３月２６日の例会は休会とする
２．高松ＲＣ来彦の件
高松ＲＣさんから延期との申し出がありました
３．手を洗おう会との共同事業の件
さをり織りの糸の寄付金 ６万円
セネガルの子供の就学支援金 ４万円
４．彦根ＲＡＣ創立４５周年記念例会の件
５月２３日（土）１１：００～彦根ビューホテル
５．彦根市少年少女吹奏楽団定期演奏会協賛の件
雑費より１万円拠出
４月のスケジュール
４／２ 定例理事会（１３：３０～彦根ビューホテル）
６ 浦部謡曲教室（１９：００～千代神社）
１１ ２０２０学年度米山奨学生・カウンセラーのための
オリエンテーション（９：３０～メルパルク京都）
２０ 浦部謡曲教室（１９：００～千代神社）
ロータリーの友４月号 必見どころ
横書き Ｐ７ 特集 母子の健康月間
Ｐ１２ 特集 パートナーをロータリーに巻き込む
縦書き Ｐ４ ２１世紀の子育て
玉川大学教育学部教授 大豆生田啓友
Ｐ９ この人 訪ねて
坂本精志さん（名古屋名東ＲＣ）

理事会報告（2020.4.2）
１．退会会員の件
宇都宮靖雄君が役職退任につき３月末日で退会
２．ロータリー希望の風奨学金の件
一人当たり５０００円、計３１万円寄付する
３．例会その他クラブ内行事の件
４月中の例会は休会。
５月については５月７日の理事会にて決定
４月１６日の「ロータリーをより知る会」は延期。
６月６～７日の親睦旅行は中止。
５月２３日の彦根ＲＡＣ創立４５周年記念例会も中止。
第１回ロータリーをより知る会開催
ロータリー情報委員長 杉本克実
２月２０日（木）１３：４５～
１５：００彦根ビューホテルに
おいて上記学習会を参加
会員１３名で開催しました。
講師の秋野氏が作成され
た下記のカリキュラムに沿っ
て詳細に資料を参考に説
明していただきました。
１．ロータリーの歴史 ２．彦根ＲＣの歴史 ３．ＲＣとＬＣ
４．ロータリーの現状 ５．会則・細則 ６．ロータリーの用語
特にロータリーの現状では、名門クラブに限って女性会
員の入会を会則で拒否しているなど、時代に逆行してい
るのではないかと思う話もあり、また、近年クラブ数やクラ
ブ会員の減少が著しいなど、景気と連動していると痛感し
た次第です。
ロータリークラブそのものを理解するのは、名門ＲＣをい
くつか訪問するのがいろんな意味で、より実感として刺激
を受けると強調されたのが印象的でした。ロータリー歴１５
年、知っているようで知らない未知の領域を学習会を通じ
て今一度新たに再認識した次第です。
地区職業奉仕講演会報告
職業奉仕委員長 上西信昭
２月２４日（日）地区職業奉仕講演会が京都テルサホー
ルにて開催され、大舘君、本登君、青木君、小田柿君、上
西の５名が出席しましした。
第一講演 『弊社の職業奉仕論』
スケーター㈱代表取締役会長 鴻池良一氏
父が経営するスケーター万年筆に１９６６年入社。１９７４
年にスケーター株式会社に社名変更と共に万年筆事業
からプラスチック製の家庭用品製造に業種転換。百貨店
の担当者からスーパーとどちらを選ぶかと質問された時躊
躇なくスーパーをと答えた。私はこれが職業奉仕と思い
スーパー中心の営業にした。(より多くの方々に使ってもら
う為に)
第二講演 『ニチコンの職業奉仕、企業の社会的責任』
ニチコン㈱代表取締役会長兼CEO 武田一平氏
大学卒業後に日本コンデンサーに入社。２６歳で単身米
国に日本コンデンサーの子会社を設立する為の勉強に
行き、見事に米国子会社を設立する。帰国後会社内改革
に 取 り 組 む。コ ン デ ン サ ー 事 業 だ けで な く、新 規 事 業
NECSTプロジェクトを立ち上げて蓄電池システム.V2シス

テムを展開する。太陽光発電、家庭用蓄電池の開発。誠
心誠意を持って『考行』これがニチコンの職業奉仕と思い
ます。
「スケーター」は町工場からの転身して一般家庭に浸透
する製品作りが職業奉仕と私は思いました。
「ニチコン」は災害時に役立つ蓄電池の開発を進めて、
被災地に役立てている正に職業奉仕と私は思います。

２０１９学年度米山奨学生終了式報告
カウンセラー 青木竺峰
３月７日（土）メルパルク京都
で米山奨学生終了式が行わ
れました。グエン・クオク・バオ
君と正村地区米山奨学委員と
一緒に参加しました。新型コロ
ナウイルス感染対策のため、
歓送会は中止されました。
佐竹ガバナーより、国際貢献するようにと祝辞があり、終
了証書授与（３２名奨学生）され、カウンセラーに感謝状贈
呈され、下川地区米山奨学委員長および、カレン・ジュリ
ア・ウオーターズ米山学友会会長より祝辞、終了奨学生
代表より謝辞があり、記念写真撮影して短時間で終了しま
した。
バオ君は２年間彦根ＲＣでお世話をして、ベトナムの小
学校へカロムを届ける時に貢献してくれました。尚、４月か
らは長浜バイオ大学の修士課程でがんばってくれます。
情報集会結果報告
＜第１班＞
・在籍することに意味があり、そう難しい理屈は必要ない。
・奉仕団体という原点を今一度見つめる事が大切である。
・地区の役をやるとロータリーをより広範に知ることができ、
交流の範囲や人脈も広がりおもしろい。
・色々な人の集まりであることはデメリットではなく、価値観
が違うからこそ豊かな交流が生まれる。
・自らがクラブライフを楽しむことが大切。
・自発的に行動することで充実感を味わえる。
・他の奉仕団体やＮＰＯ、大学等との事業の上でのコラボ
レーションを積極的に行うことで新たな活動の展開があ
る。
・SDGSにうたわれるように今、時代や社会が本当に必要と
する奉仕を行う。
・厳しさがあることで価値があるし、学びの場としての自覚
がメンバーに必要である。
・地域の文化や歴史を学び、活用することにもっと注力し
た方が良い。
＜第２班＞
・例会と言っても何を楽しんでいるのかわからない。例会
には行くようにしている。委員会などで集まる機会がなく
なった・仲間意識が無い。
・例会を楽しむには会員卓話が一番である。最近パソコン
でパワーポイントを使うが喋って欲しい。社会奉仕には積
極的に参加している。子供への奉仕がやっぱりいいと思
う。
・来年度の例会運営をどうしようかと楽しみです。世のため
人のためになる奉仕がしたい。

・例会は食事と卓話が大切です。卓話や例会の予定を1
月先に知らせてもらえると楽しむが増える。
クラブに貢献させていただこうと思って出席している。何か
したいと思うが何をしていいかわからない。
・ゲストを充実させるのも一つの案である。予定の内容を
具体的に書く。我々サラリーマンは社会奉仕の日程が合
いにくいが調整して参加する。
・例会は自分が感じること、自分で楽しむことが必要です。
楽しいから来るのだ！それでいい！文句あるか！社会奉
仕にもいろいろな考え方があり自由である。それがいい！
・時代とともにロータリーに対する意識が変わってきてい
る。ガタガタ言わず楽しめばいい。親睦委員はもっと会員
に自分から話しかけに行き積極的に交わる。各委員長の
意識改革が必要だ、昔のような委員長も必要かも。社会
奉仕は社会が何を必要としているかを知って、興味を持
つこと。
まとめ
（例会）ロータリアンそれぞれの楽しみ方で楽しくすればい
い。みんなに会えて楽しいから集まるものだ！！
（社会奉仕）いろんな考えがあり自由に活動すればいい、
時代にあった活動をしよう！
＜第３班＞
【テーマ①】例会をより楽しく充実感の共有を感じてもらう
ためには
・楽しい例会にするには卓話を楽しく聞く工夫をする。
・食事のメニューに多少影響がある。
・例会中にＢＧＭなどの音楽をながしてはどうか
・彦根ロータリークラブの食事はレベルが高く例会自体も
楽しくないわけじゃない。
・例会に行くメリットを自分なりに見つける。
・卓話だけじゃなくテーブル内での会話が楽しければそれ
なりに人が集まるのでは。
【テーマ②】社会奉仕活動に多数の会員が積極的に参加
したいと希望してもらうためには
・仕事等の都合で厳しいが調整できれば参加したい。
・社会奉仕する気持ちが大事。
・行って良かったと思う社会奉仕活動でなければ意味がな
い。
・時間が合えばタイミングが合えば参加したい。
・人に役に立ちたい精神はあるので積極的に参加した。
＜第４班＞
○例会をいかに楽しくするか
とりあえず、ベテランであれビギナーであれ「挨拶をする」
ことが重要ということになりました。ビギナーは臆せずに、
ベテランさんも気軽に例会場に集った際は声を掛けられ
るのを待つのではなく、自ら声を掛けることが大切という結
論です。
・例会は充実している。食事の際にもっと話ができれば…
・毎月席順を替えるのは、よいことだと思う
・会員なのにお顔を知らない人がいる。挨拶をして、声
を掛ける⇒喋るだけで楽しくなる（話題は何でもよい）
・入会した頃は居心地が悪かった⇒自分から話しに行か
ねば始まらない
・今は年長者から声を掛けるようになっている
・分かっているつもりで、会社名を勘違いすることがあって
声を掛け辛くなる

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

・記憶に残るか残らないかは別⇒何回も挨拶することで記
憶に残るようになる（覚えていただける）
・会長は毎例会、各テーブルを回っている⇒それだけでコ
ミュニケーション！
○社会奉仕活動に参加者を増やすには
・活動する日を出やすくするには、告知と周知を事前に余
裕をもってする
・今年のカロムの成功は、奉仕委員会の立ててくれたプラ
ンが良かった。
・国際奉仕に限定するのは難しいしどうなのか
・高齢化社会になって行く現状を見据えて、老人ホームな
どを訪問する⇒今後の社会奉仕活動に加える
・盲学校の訪問は、非常に面白かったしためになった
・ＲＣは、若い世代の育成を目的に掲げていることもある⇒
高齢化社会よりも若い世代の方向へ
・単年度・単年度で事業が変わるのはどうか＜長期的な計
画も必要＞⇒複数年度での対応でないと纏まったことが
出来ない
○卓話について
・例会では、ロータリアン個人の卓話を聴くのが一番よい。
丸投げはいけない。⇒各々のロータリアンの経験が聴ける
場であるのだから…
・新しく入会してくるロータリアンもいるので、聴く人よって
は新鮮
・毎回途中で終わってしまう
・心を動かされるのは、失敗談 ・外部者による講話も新鮮
・卓話は明るく、楽しい卓話がいい
＜第５班＞
○例会をより楽しく充実感の共有を感じてもらうためには
・出席人数を増やす
・テーブルに一人の時もあり、テーブルの数を減らし会話
が弾むようにする。
・長期不参加者・欠席者への声掛け 現状は欠席者への
ＦＡＸにてフォロー
・カレーバイキングの時以外はテーブルでの話ができる時
間が短いので話のできる時間・機会を増やす。
・充実するために自ら溶け込み楽しむ。
・なぜ出席しない、できないのか理由を考え
○社会奉仕活動に多数の会員が積極的に参加したいと
希望してもらうには
・奉仕団体であり参加は当たり前である。
・参加、協力、出席が基本 全員が関われるようにする。
・委員長が一人で完結できることが多い→細分化して比
重がかからないようにする。
・各委員会も協力する。・・・この部分は親睦が、など
・彦根の地域への奉仕を行う・・・芹川清掃の見直し
・出欠の確認（ＦＡＸやお知らせ）で終わってしまうので参
加のフォローを行う
・年間の行事スケジュールを配布し予定を組んで頂く。
・引き継ぎの方法・・・事業報告者だけでなく前年度委員
長も参加しての申し送り、マニュアル化

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

前回例会報告
会長の時間では、雪が少なく今後の水不足が心配して
いることと本日の卓話が石田三成について卓話されること
が数年前の社会奉仕事業の検証としてこの機会があるこ
とに感謝していると話されました。
「感謝と友情」は杉本克実君が話され、７０
歳を迎え人生１００年といわれるのでまだ３０
年がんばれると思います。健康で仕事ができ
ること、町内や歯科医師会の仕事ができるこ
とに感謝を述べられました。
卓話の時間は、柏原宿歴史館、谷口徹館
長に「石田三成の再評価」として城持ちとな
り領内に出した掟書から百姓に読みやすい
文字で書かれていたことや、目安を通して直
訴できるように認められていたことが紹介さ
れました。また、太閤検地を実施した三成の能力の高さに
ついて説明されました。
お客さま
谷口 徹氏（ゲスト：柏原宿歴史館館長）
ニコニコ箱
（本日計 52,000円・累計 1,689,000円）
柏原宿歴史館 谷口徹館長をお迎えして …安居（秀）君
谷口館長お世話になります…小椋君
谷口徹様をお迎えして。卓話楽しみです…小島君
谷口さんをお迎えして… 田部（正）君
谷口様、本日の卓話よろしくお願いします…本登君
嶋津さんがリーダーの情報集会ありがとうございます
…本庄君
本日の卓話楽しみにしております…本庄君
本日の皆様の例会出席に感謝…本庄君
・３分間スピーチ少し長くなると思いますがよろしく。
・「ロータリーをよく知る会」例会終了後、研修会を行い
ますので多数の参加よろしくお願いします…杉本君
孫３人に春がきました…西村君
花粉が飛び始めました。コロナウイルス、花粉などが流行
っていますが皆さん、手洗い、うがいを徹底して行いま
しょう…大舘君
奥志賀高原スキー場で２４年ぶりに山分さん元キリンビー
ル工場長（８２才）に会いました。元気で滑っておられ
ました。びっくりです…田部（正）君
チェンマイは 西瓜とマンゴと ゴルフ旅…正村君
誕生日を祝っていただいて…和田君、今村君
妻の誕生日を祝っていただいて…安居（継）君
結婚記念日を祝っていただいて…安居（継）君
入会記念日祝 感謝…清水君
入会記念日祝、皆出席祝ありがとうございます…後藤君
皆出席のお祝いをいただいて…安居（秀）君
他クラブプログラム予定
４月１０日(金)

長浜東ＲＣ 「休会」

４月１３日(月)

長 浜ＲＣ 「休会」

４月１３日(月)

五 ・ 能ＲＣ 「休会」

会員数

当日出席

２月２０日

６３（１７）

４４（７）

３

８８．６８

４月１４日(火)

長浜北ＲＣ 「休会」

２月 ６日

６３（１７）

４６（９）

２

８７．２７

４月１４日(火)

彦根南ＲＣ 「休会」

会報委員会

／

上田勝之

澤田和重

菅谷 渉

藤岡聖和

