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知ってやはりますか？こんなこと！！

彦根 辺りのお宝

土偶 （相谷熊原遺跡で発見）

国際ロータリー・テーマ

ロータリーは機会の扉を開く
（国際ロータリー会長 ボルガー・クナーク）

地区スローガン

ロータリーの原点に返る
誠意をもって語り合い、勇気をもって共に未来へ
（第2650地区ガバナー

松原六郎）

彦根ＲＣ会長テーマ

クラブの為に 故郷の為に

みんなの為に

（彦根ロータリークラブ会長 大舘康伸）
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於．料亭旅館 やす井

平成21年相谷熊原（あいだ
にくまはら）遺跡で発見され
た女性を象った土偶です。
高さ3.1cm・幅2.7cm・重さ
14.6g。
場所は愛知川 永源寺 八風
の湯の対岸あたりです。
時代は13000年前縄文時代
草創期のものと推察されま
す。
今から8年程前、全く同じ形
をした土偶が店に持ち込まれました。
真贋がわからず本物なら盗掘の可能性もありうるのでお
断りしましたが、はたして真贋は？
（選 大舘康伸）

★ポールハリス語録
「他者の中に良い点を見つけようとする人は、自分も報われ
ます。というのは、今度は自分の中の良い点を他者が必ず
見つけてくれるからです。地上の寂しく孤独な生物の中で
最も希望のないのは同胞を愛さない人です。」

お祝い
会員誕生日

本庄秀樹君（１１月２４日）
那須賢司君（１１月２５日）
菅谷 渉君（１１月２５日）

ご夫人誕生日

近藤君ご夫人典子さん（１２月１日）

結婚記念日

和田君ご夫妻（１１月２３日）

入会記念日

堤 秀記君（平成２３年１１月２４日）

皆出席

青木君…１１年

幹事報告
１．瀧沢隆司君と宮川基司君が第５回目のＭＰＨＦに、
中川勝晴君が第４回目のＭＰＨＦになられました。
２．京都洛中ＲＣより創立４０周年記念誌をいただきました。

今日の食事
幕の内弁当

次回例会案内
（2020.11.26） 休
会
（2020.12. 3） 年次総会

ガバナー
ガバナーはＲＩ理事会の一般的な監督の下に職務を
行う。その地区におけるＲＩの役員である。ガバナーは、
地区内のクラブを啓発し、意欲を与えること、また、地区
内の継続性を確保することにより、地区内のクラブを指
導し、支援する。
（ロータリー情報ハンドブック２０１７より）

四つのテスト １．真実かどうか ２．みんなに公平か

前回例会報告
会長の時間では、本日は中川ガバナー補佐のクラブ訪
問をお受けすることとなりました。コロナ禍のクラブ運営な
ど有益なお話がお聞きできることと期待しておりますと話さ
れました。

次に中川豊太良ガバナー補佐が挨拶されました。
「この度図らずもガバナー補佐をお受けすることとなりまし
た。ガバナーの意を戴して努めてまいりたいと存じますの
で、よろしくお願いいたします。
今年度はコロナ禍で休会するクラブやリモート例会をさ
れるクラブ、三蜜を考えながら通常通り進められるクラブな
どいろいろです。
松原ガバナーは会員の健康はもとより家族、従業員の
健康を大切にすることを基本にクラブ運営を行うことを
願っておられます。このような状況であるからこそロータリ
の原点に返って一人一人が誠意をもって語り合うことが大
切であると語っておられます。
私はこの際若いロータリアンが真剣に考えていただくこと
が大切ではないかと考えています。ベテランの方はそば
に控えてできるだけ口を出さないようにしてください。
ただ職業奉仕と四つのテストはロータリーの」根幹です。
これを忘れてはなりません。
昨今ロータリーの約束事もだんだん緩和されてきており
ますが、出席だけはロータリアンの義務として順守すべき
と考えております。ロータリーにはメイキャップという制度が
あ りますが、私 もまだ入 会間 も ない ころ 大阪 Ｒ Ｃで メイ
キャップしたとき隣の席に松下幸之助さんが座っておられ
て大変感激したことや東京クラブでは超一流のハウスメー
カーの社長がおられました。私の職業分類を見て幹事さ
んが配慮していただいたことと思いますが、業界の話など
していただき大変参考になり、ロータリーならではこそこん
なチャンスがあるのだと思っております。
ロータリーの良さを十分生かしてロータリー生活を満喫し
てください。」と話されました。

３．好意と友情を深めるか

４．みんなのためになるかどうか

本日の卓話は、佐々木治郎君が「たくさん
の言葉に支えられて」と題して話されました。
２１歳から祖父の会社に働き出して１０年過
ぎたくらいに電気工事組合青年部活動にご
縁を頂き、入会させて頂きました。はじめは
安易な気持ちで参加していたが、回を増すごとに興味が
増し、入会後３年目の神戸全国大会の参加を機に全国の
組合青年部との出会いで組合に対しての意識・視野が拡
大しました。それをきっかけに県の役員の方と交流が深ま
り、次期県部会長候補に私の名前が挙がりました。一度は
断りましたが、当時の県部会長に説得され、その時に言わ
れた言葉が『できるかできないかじゃなく！やるかやらな
いか！』、治郎は何をしようと思ってる？すごいことしようと
思ってないか？治郎らしい青年部を作ってほしい！』と強
く言われ、またその時期に選挙事務所にお手伝いをする
機会があり、そこで貼ってあった紙に『ハチドリのひとしず
く』というお話の一部に『私は私のできることをしてるだけ』
という言葉に胸が刺さり部会長を引き受けることにしまし
た。組合青年部活動を終え得たものはたくさんあり、特に
時間を調整する能力、人とお話しする抵抗感がなくなりま
した。そして苦しい時にこそ笑顔でいることの必要性を学
びました。また、この得た経験を次のステージで生かせれ
ばと思いますと締め括られました。

お客さま
中川豊太良氏（ガバナー補佐・長浜北ＲＣ）
ニコニコ箱
（本日計 42,000円・累計 820,000円）
事前クラブ協議会お世話になりますが宜しくお願いします
…中川ガバナー補佐
中川ガバナー補佐をお迎えして。本日は事前クラブ協議
会よろしくお願いいたします…大舘君
中川豊太良ガバナー補佐をお迎えして…安居（継）君、
小島君、今村君、嶋津君、中川君
中川豊太良ガバナー補佐をお迎えして、御礼申し上げま
す…青木君
公式訪問事前クラブ協議会よろしくお願いします
…石原君
卓話の機会をいただいて…佐々木君
サッカー教室、サッカー大会無事終わることができました。
お手伝いいただいた方々に感謝…上西君
老いの青春 小春日和の 八十路旅…正村君
妻の誕生日を祝っていただいて…角田君
入会記念日を祝って頂いて…田井中（順）君、戸所君

他クラブプログラム予定
１１月２０日(金) 長浜東ＲＣ 「第１回クラブフォーラム」
１１月２３日(月) 長 浜ＲＣ 「休会」

出席報告
会員数

当日出席

ﾒｰｷｬｯﾌﾟ 出席率（％)

１１月１２日

５７（１４）

３５（７）

０

１０月２２日

５７（１４）

４０（９）

０

会報・広報雑誌委員会

６８．６３

／

小島充子

１１月２３日(月) 五 ・ 能ＲＣ 「休会」
１１月２４日(火) 長浜北ＲＣ 「休会」

受付なし

１１月２４日(火) 彦根南ＲＣ 「休会」

受付なし

大森修太郎

菅谷 渉

土橋潤也

秋野浩一

公式訪問事前クラブ協議会報告
幹事 今村康博
１１月１２日(木) 午後１時４０分より料亭旅館やす井にて
中川豊太良ガバナー補佐にご訪問頂き、例会終了後ガ
バナー公式訪問事前クラブ協議会が行われました。
大舘会長の司会進行のもと各委員長より今年度の事業
計画ならびに執行済みの事業報告を各自発表し、中川ガ
バナー補佐からご講評を賜りました。
まずは、コロナ禍においての例会運営は大変ではある
が感染防止対策をしっかり行うようにとのことでした。会員
増強においては職業分類で未充填のところに入会しても
らえるように努力し、そして退会防止をしっかりせよとのこと
でした。現行欠席扱いにならないからと言って出席率の低
下から退会予備軍が増えることに対し懸念されていまし
た。社会奉仕・国際奉仕については素晴らしい事業なの
で地区補助金をしっかり活用してほしいとのことでした。加
えてグローバル補助金の活用もしてはいかがかと言及さ
れました。ロータリー活動のみならず何かと制限が多い現
状ではあるが、できる限り親睦を深める活動をお願いする
とのことでした。そんな中でも特に青少年委員会による少
年サッカー教室＆サッカー大会が晴天のもと成功裡に終
えたことに大変感動しておられました。

台北国際大会説明会（オンライン会議）報告
国際奉仕委員長 澤田和重
１１月１４日（土）午後３時からZOOMによるオンライン会
議で今年度の台北国際大会の説明会が行われました。
まずは、松原ガバナーが福井より、現在のコロナの感染
状況の懸念などを含め挨拶があり、続いて、国際大会に
参加することは、同じ人生観・世界観を持つ同士が励まし
合うための親睦活動、自己研鑽への相乗効果はロータ
リーがロータリーであり続けるためのであると意義と魅力を
説明されました。
次に、岡村地区国際交流副委員長より、開催期間は
2021年６月１２日（土）～１６日（水）に南港展覧館で行わ
れること、地区親睦夕食会は６月１３日（日）午後７時よりグ
ランドメイフルホテル台北で行われるとのことです。コロナ
の状況に応じて中止となった場合、登録料は返金となりま
す。２６５０地区では３００名の参加目標であり、各クラブより
多数の参加をお願いしますとのことです。

今

思うこと ・ ・ ・

孫への手紙（おじいのたわごと）
ななちゃん、ももちゃんへ
大森修太郎
ずいぶん涼しくなってきたけど今年の夏は暑かっ
たねえ。
コロナで部活が制限される中、夏休みの間もほと
んど毎日練習練習ではたで見ていても心配になる
ほど頑張っていたなあ。勉強のほうはどうやと聞い
たら「まあまあや」といっていたけど特別良い成績
をとってほしいとは思わないけどこれも大事やで。
努力することが大事なんや。
おじいちゃんは来年１月には８２歳になるけどこの
一生を振り返るといい運命に巡り合えたと思う。い
い運命は一生懸命やることからくると思うわ。今二
人は部活に一生懸命やけどそれでええと思う。そ
れと大事なのは素直さやなあ。今のままでいったら
それでええ。
このところコロナ予防で二人の顔がなかなか見ら
れないので二人に会いたいと思い、毎朝出かける
ときおじいちゃんは表を掃除してることが多いけど
いつも「おはよう、行ってきます」と大きな声で言っ
てくれるのが楽しみで掃除しているのや。
長い一生の中でもこの挨拶ほど大事なものはない
と思うよ。お礼と挨拶ができない子は良い運命に
出会わないよ。挨拶でまわりの人に好かれるように
なるよ。

社会奉仕・国際奉仕委員会 ２０２０～２０２１事業
世界に一隅を照らす事業
セネガルの小学校に図書室を作る！
奉仕プロジェクト理事 田井中 徹
国際奉仕委員長
澤田 和重
国際奉仕委員会では、今年度の事業を実行するに当たり、事業協力組織との事前の打合せを行うために１１月３日に、
山梨県の清里にお伺いしてまいりました。
まずは、大舘会長より今回の事業の計画と方針を伝えられ、各組織お互い協力し合いながらセネガルの子供たちに、教
科書や絵本を届けようと言うことの確認がなされました。
ただし、現在コロナ禍の中、どの様にしてこの事業を行うかで協議が長引き、いくつかのケースを考えて、感染予防を最
優先で、できる方法で奉仕活動を行っていくことになりました。
その後、インターネット会議により、世界各地の活動拠点の責任者とテレビにて会議を行いました。神戸、セネガル、ベト
ナム、タイ、成蹊大学と我々山梨の会議室の６会場を結んで、フランス語、英語にて行われました。会話が早く良く聞き取
れなかったこともありましたが気持ちは通じたと思います。
最後に大舘会長が代表して、今回の事業が成功することと、各協力組織にお礼の挨拶を込めて参加しておられる全ての
方に、外国語で締め括られ閉会しました。
「今回参加された組織」
彦根ロータリークラブ
NPO法人 手を洗おう会（日本、ベトナム、タイ、セネガル）
一般社団法人Bokk Jambaar
成蹊大学
篠塚健二郎（セネガル学校）

更に、ここ３年間、国際奉仕として続けて来ましたベトナムの平和村へのさをり織の糸の寄付も、継続で行いたいと思い
ます。
先日のセネガルチャリティーバザーの時にも商品として出品しておりましたが、最近非常に技術的に上達しているよう
で、今後が楽しみです。彼らに送ったさをり織の糸で商品が出来、それを日本で買って売り上げが上がる。一つのビジ
ネスモデルを作ってあげれば、我々の理想とするところではないでしょうか。
日本国内、世界にもまだまだ我々の協力を求めるところは多いと思います。大きな視野を持って今までにやったことの
ない奉仕活動をもっと経験してみたいものです。
彦根ロータリークラブで日本のため、世界のために奉仕させて頂ける機会をもらえることに感謝したいと思います。

情報集会まとめ

期 日
場 所
参加者
テーマ

ロータリー情報委員長
秋野正誠
２０２０年１０月８日（木）・１０月１５日（木）
伊勢幾・龍鱗・千成亭・双葉荘・事務局
３８名（参加率６６．１７％）
「コロナ禍のロータリー」について

－意見の集約－
（○例会運営 ※奉仕事業 ☆会員増強）
○出欠自由、閉会時間もあいまい、緊張感がなく、本来の
ＲＣではない。
○親睦と情報交換出来ない例会は意味がない。
○終了時間を決めた方が例会が締まる。
○食事タイムがないと交流が図りにくい。
○例会の席をコの字型にしてほしい。皆の顔が見える。
※奉仕事業はコロナ対策に力を注いだらどうか。
※国際奉仕より地域奉仕に力を入れるべき。
○例会は会員卓話を増やしてほしい。
※各委員会の事業で前年踏襲が多いように思う。もっと
独自性と長期のビジョンが必要なのではないか。
※国際奉仕は予算的なこともあり積み重ねが大切。
※奉仕はＲＣで完結するのではなく、大きなテーマに取り
組み地域を巻き込むための啓蒙が必要。
○最近服装等の乱れを感じる。もう少し規律を厳しく。
☆新入会員のフォローがおろそかになっている。
☆会員間で情報の共有がない。
☆理事会や例会で状況を報告してほしい。
○例会の席を変えてほしい。スクール形式は顔が見えな
い。
○例会に出席しないとロータリアンとしての意識が下が
る。
○情報集会は複数回やってほしい。
※地域のニーズを調べ、そのニーズに沿った奉仕活動を
やるべき。
※コロナ対策に関連した社会奉仕が必要ではないか。
☆地域社会の範となる集会（例会）を実施すべき。
☆コロナ禍等こんな時代だからこそ奉仕のニーズは高
まっています。切り口を変えてボランティアの意識の高
い人にアプローチをしてはどうか。
☆同好会をオープンにして誰でもが集えるようにし、自然
にロータリーに親しんでもらうのも一計では。
多くの意見をありがとうございました。
理事会で協議し、今すぐ取り入れられる事業、検討を要
する事案等に振り分け、クラブ運営に反映させていただき
ます。

情報集会報告
＜第１班＞
コロナがどのように収束するかによって変わるが、例会に
出て親睦をどのように図るかを考えていく時期ではない
か。
懇親を深めることが出来ない。どうすればいいのか。
出欠もどうでもいい。時間もあいまい、本来のロータリーで
はない。緊張感がない。
建前と本音は別にして普通にやればいい。感染対策は
しっかりやって。感染者が出たら差別が起こる。
個人的には恐れなくてもいいと思うが。
そろそろコロナに気をつけてクラブ活動と両立させていく
時期ではないか。
卓話の時間を決めたらどうか。現在決まってない。
皆で話す時間も設けては。
ロータリーの会に何のために来ているのか、親睦と情報交
換が出来ないと意味がない。
情報集会は複数回するべきだ。
今の例会では情報交換する時間がない。
例会時間の見直し。特例措置として。終了時間をきちんと
すれば例会が締まり、緊張感が持てるのではないか。
＜第２班＞
・すべてが初めてのことなので基本的にその場その場で
の対応とならざるを得ない。その意味では今年の役員さん
は大変である。
・他クラブの現状としては、食事有りで開催しているところ
もある。
・やはり食事がないと交流が図りにくい
・仕事でも職種によってコロナ対応が分かれており、メン
バーそれぞれの意識も違うので画一的な対応は難しい
・会員増強も必要だが、現状を踏まえると難しいのではな
いか
・例会の席の並びをコの字型等に替えてみるのもよいので
は？
＜第３班・第８班＞
生活に満ちた話しをする機会が減っている。
会員増強どころでなく、会員維持も難しくなる。
このコロナ感染防止に対する奉仕に力を入れたらどうか。
新しい規範について話し合ってはどうか。
奉仕事業として地域のコーディネートしたり、継続できる理
念をつくり、それに基づいた様々な事業をしたらどうか。
親睦を深めるために感染防止対策しながら知恵を出し合
いたい。
＜第４班＞
１．奉仕事業
奉仕事業は一貫して行ったほうが良い。
会員が縮小している時は人数に合わせて事業も考える。
世の中の人が求めているのは、難しい理論より実践。
仕事を通じて奉仕を。仕事で奉仕をする事が重要。
国際奉仕より地域に対する奉仕。
奉仕事業は大変な思いしか残らない。自分の成長・楽し
みをどう作っていくか。楽しみは同好会。

２．例会運営
例会の会員卓話は多いほうが面白い。
仕事のことより、会社の事より、個人的な社会的な事を話
して欲しい上手下手関係なし。
本人の自信がつく。
（でも企業の内容が分かっていいのかも）
メンバーの思いを話していただく例会
勉強できる方の話の例会・・・他の場所を設定してでもして
欲しい。
３．会員増強
入るためのモチベーションはいる。
同じ立場の人が集めれば、共有・共感出来るから仲間意
識持っていただける。
成長意識がなければ難しい。
入会して頂いた方の居場所作りが必要。
和気藹々と友達を作るための入会でいいのではないか。
＜第５班＞
現在の奉仕担当の各委員会は前年踏襲という形での委
員会活動が多く見られる。今後は３～５年後先を見据え
て、どういった方向性、目的を各委員会が考えていただき
たい。
継続事業も一度原点に戻って事業の在り方を考えていた
だきたい。
国際奉仕は近年積み上げてきた事業がせっかく基盤があ
るので大事にもっていかなければならないのでは。
社会奉仕はもっと地元に目をむけなければいけないので
はないか。昔はもっと汗を流して体を使った事業が多かっ
たように思える。そして、地域の人々を巻き込むことが重要
であり、そのためには中長期計画を立て、地域の人々は
啓蒙活動する中で道筋を考えていくべきである。
職業奉仕は近年職場訪問という形で終わっているような
のでロータリー職業奉仕を今一度考えなければいけな
い。
＜第６班＞
１．奉仕事業について
この時期に入って、コロナを心配していたら何もできない。
感染予防対策をしながら、活動をするべきと意見が一致し
たが、個人でもクラブでも各々が感染しないさせない手立
てを打って活動をしていきたい。
今月は青少年委員会によるサッカー教室、サッカー大会
が開催される。子ども達の元気に声援を送りたいと思う。
自粛で萎縮することなく「ｗｉｔｈ コロナ」で個々の対策をし
て事業を展開できると良い。
２．例会運営について
先日京都ＲＣにメーキャップに出席して全員がビシッとネ
クタイを締め、出席されている様子にさすが名門と感じた
とのこと。最近何かしら服装の乱れを感じるが、もう少し規
律を重んじるべきがいい。また、コロナにかこつけてさぼっ
ている感がある。例会出席はロータリアンの義務である。
皆がステイタスをもって出席するべき。
３．会員増強について
最近退会者が増え、職種が減ってきている。医者がいなく
なり、会議所の会頭、副会頭も入会されていないし、金融
業も増えていない。酒屋さんも誘ってはどうか。

＜第７班＞
１．コロナ禍によって出席自由とのことで全然出席しない
会員が増加しました。出席率が悪い。
２．新入会員の細やかなフォローが全然出来ていない。一
声かけが必要です。入会１年間位まで、お世話係を設け
てはどうか？ クラブを早くの理解と慣れるために。
３．会員増強 勧誘するときは本人の交友関係などリサー
チしてもっと詳しく深く調べて友達からアタックしてもらう。
紹介者にはお礼の言葉を伝えてほしい。また、途中経過
報告してほしい。説得するときは相手の立場にとってため
になると話してほしい。
＜第９班＞
「テーマは会員増強に絞る」
３１名の会員数のクラブに入会された方のお話を引き合い
に、少人数の会員では事業自体も会員数に合った事しか
できない。奉仕活動や国際活動など制限されてしまう。
やはり組織の強化は会員増強、会員増強がＲＣ事業の発
展に繋がり組織の強化になる。
その為会員増強が一番である。
・まず今の会員からのもらった紹介情報の進捗報告がなさ
れていない。
・情報の共有がなされてない。会員増強委員会、委員長
が紹介者をまとめて公表すべき。
・常に状況を理事会、例会で報告するべきである。
・三水会をはじめとする大企業にアプローチをかける。担
当者変わる場合の引継ぎ強化。
・上場、大手企業の方がメンバーであればクラブの価値も
評価も上がる。信用に繋がる。
・三水会など企業や会員の現在の地位や人脈を活かせる
ような取組（同行訪問）が必要。
・士、師とつく業種の方々へのアプローチ（医師、弁護士、
司法書士、など）。女性も含む。
・組織の人事の在り方、バランスも必要である→退会防止
にも言えるのでは。
＜第１０班＞
・会社の通達で１０月いっぱいまでは、飲み会自粛です。
・例会で、今の席の並びでは、十分な交流ができない。
・出席していない会員もやはりおられるので、現状を続け
るのは仕方ない。
・丸テーブルにしてほしい。距離を保てば感染防止でき
る。
・会員増強は現状では厳しいのでは。
・どのような状況でも、むしろこのような状況でこそ会員増
強の活動を強化すべき。
・奉仕活動は人を集められないが、できることをやればい
い。
・資金も集まりにくい状況でも、やれることを続けていく。
・親睦活動の資金が余っているので活動資金はあるので
はないか。
・例会に出席しないと、意識が下がる。
・もし、会員から感染者が出たら終わり。自粛は必要。
・会員の減少が心配。

