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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

彦根藩の儒者中川禄郎（なかがわろくろう）の門人録
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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第３２９９回例会
２０２０．１２．１７
＜年忘れ例会＞
開会点鐘 18:00～
ロータリーソング斉唱「我らの生業」
ビジター紹介
会長の時間
幹事報告
委員会報告
ニコニコ箱報告
出席報告

閉会点鐘
☆音楽鑑賞 18:30～19:30
於．料亭旅館 やす井

今日の食事
幕の内弁当

次回例会案内
（2020.12.24） 休会
（2020.12.31） 休会
（2021. 1. 7） 新年例会 １２：３０～ 於．やす井

彦根藩に召し抱えられた
儒者中川禄郎の門人７１
名の名前等を記した帳面
です。禄郎は藩校弘道館
で教鞭（きょうべん）を執っ
たほか、アメリカからの開
港要求に対して井伊家１３
代直弼に開国を建言する
など、開明的な思想家とし
て知られています。この帳
面には、弘道館の教授となる寺村友賢（てらむらゆうけん）をは
じめ、同じく藩に儒者として召し抱えられた田中芹坡（たなか
せっぱ）、幕末の京都で朝廷や諸藩との外交に奔走した谷鉄臣
（たにてつおみ）など、幕末維新期の彦根に影響を与えた人び
とが門人として名を連ねています。
【学芸員（古文書） 北野智也】

★ポールハリス語録
「私たちの植樹は善意の印に過ぎませんが、どこの国の人々
にも、その国の言葉が何語であっても、ちゃんと分かって
もらえるのです。 」

クラブ会長と松原ガバナーとの第２回ＷＥＢ懇談会報告
会長 大舘康伸
１２月６日（日）２０２２年規定年審議会と決議審議会につい
て・第２回松原ガバナーWEB懇談会が行われました。
審議会はロータリーの組織運営にクラブの声を反映させる
機会であり
規定審議会・・・ロータリーにおける唯一の立法機関
見解表明案・・・ＲＩ理事会のみ提出
制定案・・・ＲＩ定款、ＲＩ細則、標準ロータ
リークラブ定款の改正案を策定
決議審議会・・・規定審議会にて提案された決議案をオン
ライン投票にて議決されるとのことです。
クラブ提案制定案を地区として規定審議会に提案しても大
半が採択されないのが現状で、ＲＩ理事会が規定審議会に
提出する見解表明案は１００％採択され、決議審議会にてほ
ぼ議決されています。簡単にいうとＲＩ理事会がロータリーの
物事を決めています。
松原ガバナーとのWEB懇談会が引き続き行われました。
連絡事項として
地区大会・・・２０２１年４月３日（土）～４（日）福井で行われ
る予定であった地区大会は中止。代わりに４（日）１３：００～
京都ホテルオークラにて実施。出席者は会長・幹事のみ、他
のメンバーはZOOM参加。
国際大会・・・２０２１年６月１２～１６日台湾にて。早期割引
登録は２月末まで延長。実施するか中止するかは来年1月
のＲＩ理事会にて決定されます。

松原六郎ガバナー公式訪問

公式訪問 役員・理事懇談会報告
幹事 今村康博
１２月１０日(木)午前１１時よりやす井にてガバナー公式
訪問に伴い、役員・理事懇談会が行われました。
松原六郎ガバナーよりご挨拶の中で第２８００地区の鈴
木一作氏が書かれた『ロータリアンに知ってほしい「例会
のこと」』という冊子を配布され、ロータリー活動の中で特
に例会を大事にしてほしいと力説されました。中でも、ロー
タリーの親睦はフレンドシップ（親しい者同士の友情）では
なくフェローシップ（志が同じ者同士の仲間意識）であると
いうところが印象的でした。
その他、意義ある例会の心得などとても参考になるお話
をされ、続いて全員発言すること、特に自慢話を聞きたい
との命を受け、役員が順番に発言していきました。社会奉
仕・国際奉仕の合同事業でセネガルへの着目点がとても
素晴らしいと、また、コロナ禍に限らず昨今の会員減少に
ついて、クラブはメンバーの数ではなく熱意であると心強
いお言葉を頂きました。大舘会長が掲げた「クラブの為
に、故郷の為に、みんなの為に」のスローガンが大変素晴
らしく地区のスローガンにしたいぐらいだとベタ褒めでし
た。
最後に我々が明るく元気に活動している姿を見せて
ロータリーの原点に返ってほしいと締めくくられました。

ガバナーアドレス

伝統のある彦根ロータリーに訪問できることをうれしく
思っております。大舘会長をはじめ、会員の皆様、本日は
よろしくお願いします。
また、地区は地区委員の力で動いております。地区委
員の安居継彦様、正村嘉規様には御礼を申し上げます。
県をまたいでいるため、感染リスクを最小限にするため、
随行員なしで一人でお邪魔させていただきました。県をま
たいで、公式訪問するのは、今年最後です。彦根ＲＣの公
式訪問を以て、有終の美を飾りたいと思います。
２０年ほど前にＷＣＳ（世界社会奉仕）の委員として正村
様と共に行動させていただきました。当時のガバナーの山
崎時雄様を忘れることができません。お優しく、奥様もい
いお方で仲がいい。非常にお世話になり、私がこのように
お邪魔している姿をみて頂きたかったと心から思います。
トレンドニュースが２つあります。
ひとつは、２０２２～２０２３年度のＲＩの会長が、初めて女
性になります。まだノミネートの段階で最終決定ではない
が、ジェニファーＥ．ジョーンズさん、カナダのトロントにお
住まい。２０２２～２０２３年度は女性の飛躍の年だと思って
います。
もうひとつは、６つの重点項目に、一つ加わった環境の
保全という重点項目。今までなかったのがおかしいくらい
です。
いよいよ７０周年を迎える彦根ＲＣにおいては、グローバ
ル補助金への挑戦をお願いしたい。森林破壊、マイクロプ
ラスチック等、世界中にはいろいろな環境汚染の問題が
たくさんあります。どうか、ご準備をしていただき、７０周年
の花を咲かせていただきたいと思います。
ＲＩ会長ボルガー・クナーク氏は、「ロータリーは機会の扉
を開く」とお話しされ、３つの扉を用意されました。真ん中
の 扉 が ロ ー タ リ ー ゴ ー ル ド、右 側 の 扉 が ロ ー タ リ ー ブ
ルー、左側の扉は間違いなくクランベリーレッド。クランベ
リーレッドは、ローターアクトのシンボルカラーです。あきら
かに若者への扉を用意したということを伝えています。

私は今年度地区スローガンを、「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」とさ
せていただきました。これが評判が悪い。それでも守り抜
いたことには理由があります。後ほどお話しします。しか
し、この世界的コロナ感染状況の中、否が応でも、我々の
行為で、何が大切で、何が大切でないかを考えなければ
ならなくなり、まさに「原点に返らざるを得ない」事態となっ
てしまいました。
そこで、この事態に呼応すべく地区の３つの基本方針、
９つの運営方針を見直し、ガバナー月信７月号に記載さ
せていただきました。どうか、もう一度ご確認いただければ
幸いです。
新たな基本方針をまとめて申し上げますと
１．自らがウイルスに感染せず、人に感染させないことに
最大限注意しながら、ご家族と、我らが生業を守る職業奉
仕を全うする。つまり、ご自分とご家族、周囲の方々を守っ
ていただきたいのです。そして、仲間を守っていただきた
い。さらに、ローターアクター、インターアクタ―、各財団の
奨学生を含め未来を担う全ての若者を守っていただきた
いと存じます。
２．今一度ロータリーの原点に返り、ロータリークラブ一つ
ひとつ、ロータリアンお一人おひとりと誠意をもって語りあ
う。大切なこと、良いことは皆で共有し、勇気をもって共に
未来に向かって実践していく。この実践は間違いなく、感
染拡大が収束した後に、間違いなくやってくる新しい時代
に適応した大きな改革となることでしょう。
３．少しでも余力のあるロータリアン、ロータリークラブか
ら、新型コロナウイルスや様々な災害によって被災した
人々に寄り添い、勇気を取り戻すために社会奉仕活動を
実践する。また、ポリオ根絶のための取り組みに挑戦す
る。つまり「地域を守る」社会奉仕の実践をお願いしたいと
存じます。皆様のクラブや皆様ご自身が既に数多くの素
晴らしい活動をされていることは既にお聞きしています。ど
うか、もう一つ、とくに子供達や若者に寄り添う奉仕をお考
えいただきたいと存じます。
続く運営方針については、９項目のどれも欠かせないも
のでありますが、とくに、クラブで未来に向けた戦略会議を
開いていただきたいと存じます。

また、財団などへの支援金については、将来のため、若
者のために何とか確保していただきたいと考えています。
具体的な目標額を申し上げますと、年次基金お一人１８０
ドル、ポリオプラス３０ドル、ほかにも恒久基金、大口寄付
などもございます。米山奨学金は２４０００円、ロータリー希
望の風奨学金は５０００円、ご無理を申し上げて誠に恐縮
ですが、未来のため、若者たちのため、これらだけはどうし
ても守り抜くことをお願いしたいと存じます。各項目につい
ては、各地区委員会の委員の皆様が、厳しい状況下でも
最善の努力を続けてくださっておりますので、それぞれが
発する情報をお聞きいただき、積極的に行動していただ
きたくお願い申し上げます。
そして、これらの行為は、ロータリー賞、ガバナー賞につ
ながるものです。どうか、いずれも取得して、歩みを進める
通過点の印として頂きたいと存じます。
なぜ、私がロータリーを原点に返ると言ったか、本当の
理由をお話ししたいと思います。（ＲＩ事務局に持ち込んだ
ら、即刻クビになるかもしれないが言いたくて仕方がない）
私は納得が行かないのです。職業分類をばらばらに壊
し、例会回数を軽んじ、出席も１年間で条件が合えばい
い。更には、委員会の中で風前の灯になっているのは、
職業奉仕委員会。職業奉仕を止めればいいのではない
かという議論が出ている。私には納得が行かない。
ＲＩは、会員を増やしたいのです。タガを緩め、入りやす
くして、会員を増やす。この５年間で会員数はV字回復し
たか？答えはノーです。なぜだろうとずっと考えたときに、
エドワード・Ｓ・モース氏の日記に出会いました。その日記
で目が覚めました。
エドワード氏が初めて日本に来たのは明治１０年（1877
年）。彼の日記の一部を紹介します。
「人々が正直である国にいることは、実に気持ちがいい。
私は財布や懐中時計の見張りを必要としない。鍵をかけ
る部屋の机の上に、私は小銭を置いたままにするのだが、
日本人の子供や召使は、１日数１０回出入りしても、触っ
てならぬものには、決して手に触れない。私の服をクリー
ニングするために持っていった召使は、まもなくポケットの
一つに小銭が若干入っていたのに気づいて、それを持っ
てきたのである。日本人が正直である最も良い実証は、
3000万の国民の住居に鍵もかんぬきも取っ手も付いてい
ない。いや、鍵をかける戸すらないことである。外国人は
日本人にすべてを教える気でやってくるが、数か月もいれ
ば、残念ながら教えることは何もない。自分の国で人道の
名において、道徳的教訓の重みになっている善徳や品性
を日本人は生まれながらに持っているらしい。」
ポールハリスは１９０５年にあのシカゴで、信頼できる４人
の仲間とロータリークラブを始めた。その頃のシカゴは、秩
序もない、抜け駆け、裏切り、更には殺人。そんなことが横
行するシカゴで、ロータリーを作らざるを得なかった。

四つのテスト １．真実かどうか ２．みんなに公平か

基盤が違うのです。私たちは日本のロータリアンである。
プライドを持って、ＲＩに呑まれることなく、堂々と一層の職
業奉仕、４つのテストの高みを目指せばいい。それに私は
気づいた。もちろんＲＩに逆らうことはロータリーではなくな
るが、私たちは自信を持って、プライドを持って、前に進む
ことは許されている。それで私の胸はすっきりしました。
この中に、日本国籍でない方もいらっしゃるかもしれない
が、日本のロータリアンとして堂々とプライドを持って、前
に進んでいただいたらいい。ＲＩが何と言おうと、我々は自
信を持っていいということに気づきました。
ロータリーの原点。一番いい資料はGuy Gundakerという
人の資料。１９２３～２４年度のＲＩ会長。彼の書いた文章
は、日本のロータリアンの道しるべとして非常に参考になり
ます。２８００地区の山形の鈴木氏が訳した内容が２８００
地区のホームページに掲載されています。
私は自分の職業奉仕、社会奉仕をやり、例会を重ねた
が、どうしても原点にはたどりつけなかった。ハッと気づい
た。実は原点はどこにもない。みなさんそれぞれの心の中
に原点がある。これを機会に、なぜ自分がロータリーを続
けているのか？これから先、どのようなロータリアンでいた
いのか？ゆっくりお考えいただきたい。そこから再出発を
していただけないでしょうか。自信をもって、明るく生き生
きとしたクラブ活動ができるはずであると思っています。
私は自身のロータリーの原点に思いを巡らせている時で
した。ある日、あるコラムに出会いました。１９６４年東京オ
リンピックが終わった日のことが書いてありました。書いた
のはジム・ミューレという新聞記者でした。彼は取材が終わ
り、羽田空港から帰路に就く飛行機の中にいたのでしょ
う。
「サヨウナラ、日本
サヨウナラ・・・・電光掲示板の文字が闇に浮かぶ・・・。
日本人にとって国を挙げての大事業は終わり、メダル
は渡され、幕は下ろされた。
だが、雨宿りをしていたら、傘をさしかけてくれた少年。
土砂降りの雨の中、自らレインコートを脱いで貸してく
れた青年。チップを受け取らないタクシーの運転手。
笑顔のエレベーターガール。
・・・サヨウナラ、美しい親切な国、日本。
私は、この国全体に金メダルを贈りたい。」

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

前回例会報告
本日は松原六郎ガバナー公式訪問例会でした。会長の
時間では、松原ガバナーとの出会いは昨年のＲＬＩ、自ら
教鞭をとってフリーディスカッションで色々な議論の中で
ガバナーが落としどころを見つけ納得ができる話をされて
おり、非常に勉強になったと話されました。
その後、松原六郎ガバナーよりガバナーアドレスがあり
ました。 （内容は２～４ページに記載）
お客さま
ＲＩ第２６５０地区 ガバナー 松原六郎氏
ＲＩ第２６５０地区 滋賀第３ガバナー補佐

中川豊太良氏

ニコニコ箱
（本日計 75,000円・累計 970,000円）
自祝金…松原ガバナー、中川ガバナー補佐
松原ガバナー、中川ガバナー補佐をお迎えして…大舘
君、安居（継）君、杉本君、本庄君
松原ガバナーご訪問ありがとうございます …今村君
松原ガバナー、公式訪問を迎えて…清水君
松原ガバナーをお迎えして…宮川君、西村君、石原君
田部君、松田君、瀧沢君、岡田君、菅谷君
松原ガバナー、中川ガバナー補佐ようこそ錦秋の彦根
に！よろしくお願いします…嶋津君
松原六郎ガバナーを迎えて。ようこそ彦根城世界遺産登
録を目指す彦根へ…和田君
松原ガバナー、ようこそ彦根ロータリーにお越し下さいまし
た…藤田君、上西君、本登君
松原ガバナーありがとうございます…片岡君
松原ガバナー、中川補佐来彦ありがとうございます。今後
ともよろしくご指導下さい…青木君
松原六郎ガバナーをお迎えして。懇談会お世話になりま
した…小島君
“コロナ禍に ガバナー熱く ジョン・レノン”…正村君
バースデーを祝っていただいて。松原ガバナーを迎えて
…川原崎君
大正１５年、昭和１５年の古い滋賀県の電話帳を博物館よ
りとりよせました。会場の奥で展示しております
…土橋君
土橋さん古い電話帳をみせて下さってありがとうございま
す。話に花が咲きます…嶋津君

（出典：シンプルグットバイ ジム・ミューレ
人づくり・ものづくり・夢づくり 前田又兵衛）

これからどんどん変化していくロータ
リーや地域社会の中にあっても、私は
このコラムに出てくるような日本人の一
人のロータリアンとして居続けたいと思
います。
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当日出席

ﾒｰｷｬｯﾌﾟ 出席率（％)

１２月１０日

５５（１３）

３８（８）

０

１１月１９日

５７（１３）

３６（５）

０

会報・広報雑誌委員会

７６．００

／

小島充子

他クラブプログラム予定
１２月１８日(金)

長浜東ＲＣ 「家族忘年会」

１２月２１日(月)

長 浜ＲＣ 「年末最終例会」

１２月２１日(月)

五 ・ 能ＲＣ 「ズーム例会」

１２月２２日(火)

長浜北ＲＣ 「年次総会」

１２月２２日(火)

彦根南ＲＣ 「ピアノ演奏と卓話」

大森修太郎

菅谷 渉

土橋潤也

秋野浩一

