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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
妖怪シリーズ

国際ロータリー・テーマ

先食烏（せんじきがらす）

ロータリーは機会の扉を開く

おそらく日本で一番有名な烏は八咫
烏（やたがらす）だろう。
淡 海 に も、「先 食 烏（せ ん じ き が ら
す）」という名を持つ特別な烏がいる。
多 賀 大 社 の お 使 い は「烏」で あ る。
『多賀大社由緒略記』には「本殿の脇
に据えられた先食台と呼ばれる木の
台に神饌の米をお供えする。すると、
森からこの烏が飛んできて、神饌に穢
れがないとこれを啄ばむ。古くは、もし
烏が啄ばまない場合は、改めて神饌
を造り直したという」と記されている。
先食行事といい、毎朝行われている。
この神饌を「モッソウ」といい、多賀大
社参詣曼荼羅図（安土桃山時代）に
も先食台と先食烏が描かれている。

（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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『近江・湖東ゴーストハンティング』(発行：びわこ湖東路観光協議会)より
イラスト 連藤久美子

★ポールハリス語録
「樫の大樹も小さなドングリから育ちます。
４１年前にシカゴに植えられた小さなドングリは、
大きなたくましい樫の木となりました。」

開会点鐘
君が代斉唱
ロータリーソング斉唱「奉仕の理想」

お祝い
会員誕生日

４つのテスト唱和
ビジター紹介
会長の時間
会員のお祝い

片岡哲司君（１月１日）
清水克己君（１月５日）
土橋潤也君（１月１１日）

ご夫人誕生日

西村君ご夫人順子さん（１月２日）

結婚記念日

田井中（順）君ご夫妻（１月１１日）

入会記念日

神野佳樹君（平成１２年１月６日）
嶋津慶子君（平成２２年１月７日）
川原崎清三君（平成３年１月１０日）
菅谷 渉君（平成３１年１月１０日）

皆出席

西村君…２３年
本登君…５年

幹事報告
委員会報告
ニコニコ箱報告

出席報告
卓話
「年男 新年の抱負」

上田君…８年

閉会点鐘
於．料亭旅館 やす井

今日の食事
幕の内弁当

次回例会案内（2021.1.14）
「地域包括支援センターの取り組みについて」
ゲスト ： 彦根市地域包括支援センター ハピネス管理者
主任介護専門員
増田恵子 氏

１月のスケジュール
１／ ７
定例理事会（１３：４０～やす井）
グルメ同好会新年総会（１８：００～伊勢幾）
１１ 浦部謡曲教室（１８：００～千代神社）
１４ 名門ＲＣを訪ねる会新年総会（１８：００～龍鱗）
１６ 第２回青少年奉仕担当者会議（１０:００～ｵﾝﾗｲﾝ）
１８ 浦部謡曲教室（１８：００～千代神社）
２１ 細則打合せ（１３：４０～やす井）
ワインクラブ第２１回例会（１８：００～心華房）
２３ 会長・幹事会
（１３：００～びわ湖大津プリンスホテル）
第１組ＩＭ（１４：４５～ZOOM）
２８ ロータリーの基本を学ぶ会（１３：３０～やす井）

新年のご挨拶

年男年頭所感

会長 大舘康伸
新年あけましておめでとうございます。
本年も宜しくお願い致します。
昨年はコロナウイルスの感染が全世界に
広がり、人々の生命を奪い、人々の行き来
を止め、経済活動を止め、暮らし・生活に制
限をかけられる年でした。
日本におきましては大きなイベントがたくさん中止 延期
され、最大イベントであるはずであった東京オリンピック
パラリンピックも２０２１年７月に開催が延期されました。
た だ、株 式 だ けが 値 上 が り し ニ ュ ー ヨ ー ク ダ ウ平 均 が
30,000ドルを突破し高値を更新し、日経平均はバブル崩
壊以前の水準に戻ったと活況を見せているが、実態経済
と の 隔 た りが あ る 中、こ の マ ネ ー ゲー ム の 活 況 に ま た
ジョーカーを引くのは情報弱者の個人投資家ではないか
と少し危惧をしているのですが・・・・・
コロナ起因で世界大恐慌が起きなければいいのですが。
歴史を振り返ってみるとスペイン風邪が流行った１００年
前には第一次大戦という大きな戦争があり、その１０年後
の１９２９年に世界大恐慌が起きることとなりました。
ちょうどその頃にロータリークラブはシカゴに誕生しまし
た。決して明るいといえない世相の中、ポールハリスが「何
を考えてロータリークラブを設立したのか」原点を考えるの
にはいい機会ではないのでしょうか。大きくなりすぎたロー
タリーの組織、それによる弊害が糖尿病のように組織を蝕
み、末端クラブでは存続を危惧しながらの運営をしている
現状。
私は、ＲＩ、地区、それぞれクラブ、所属するロータリアンひ
とりひとりの真価が神様に試されているのではないかと思
われてなりません。
こういう時にこそ、人、組織の真価が問われるのでしょう。
彦根ロータリークラブは本年度は「クラブの為に 故郷の
為に みんなの為に」 このテーマで活動をさせていただ
いています。
こういう時代ではありますからこそクラブがブラッシュアッ
プされ次に繋がる起点になればいいかと考えています。
メンバー皆様のご助力の程、宜しくお願いいたします。

杉本克実君（昭和２４年３月７日生）
新年あけまておめでとうございます。
ロータリーに入会して１６年、歯科医院を開
業して３１年、すでに古稀も過ぎ、歳月を顧
みれば、まさに光陰矢の如しです。
昨年度早々に発症した、新型コロナウイル
ス禍のための感染対策による自粛生活、それにより生活
行動範囲が極端に制約され、さまざまな職種で経済活動
域が縮小ないし停止され、社会全体が大きく混乱し、スト
レスの重圧をことさら痛感した年度だったと思います。今
年も先の見えない社会との共生が当分続きそうです。安
心安全なワクチンの早期開発、接種が待たれます。
私自身を顧みるに、５０代後半より日課に運動を取り入
れた結果、年１度の健診にもスルーして、健康で大病も患
わず平穏に仕事をしてこられたことに何よりも感謝してい
ます。
人生１００年時代と言われて久しいですが、後半の人生
も夫婦共に日々の生活に、運動と食事をバランスよく取り
入れ健康に留意しながら、自分なりの目標をかかげ、５年
先、１０年先の自分の立ち位置を確認しつつ少しでも達成
できればと思っています。
仕事を介して社会との接点を少しは保ちつつ、ゴルフや
旅行や好きな歴史物を読み、たまに雑文を書いては自己
満足し、孫の成長に寄り添いながら歩めればと思っていま
す。

ロータリーの友１月号 必見どころ
横書き Ｐ３ ＲＩ会長メッセージ 行動計画の話
縦書き

Ｐ２９ 彦根ロータリーグラブ
国際奉仕事業セネガルのバザーの
記事の掲載

年男年頭所感
角田 仁君（昭和２４年４月３０日生）
新年あけましておめでとうございます。
旧年中は何かとお世話になりありがとうご
ざいました。本年もよろしくお願いいたしま
す。
昭和２４年団塊の世代最後の年の４月に
生まれて、６回目の年男を迎えさせていただきました。古
希も過ぎて、今年で72歳となります。
昨年の１１月に胃の癌の摘出手術を受けて入院生活を
余儀なくされました。入院中はすることがなく、色々なこと
が頭の中をよぎって行きます。『長いこと生きてきたんや
な』『長いこと会社勤めしてるんや』でも、『人の役に立つこ
と何かしてきたのか』『随分、迷惑かけてきたん違うかな』な
ど、考えてしまうことが多く、自分を見つめ直すいい機会
だったと思います。また、『健康第一』健康の有難さも良く
わかりました。
今年は丑年、よく言われるように、『粘り強さ誠実』をモッ
トーに残りの人生を楽しみたいです。
本年も宜しくお願い致します。

年男年頭所感

新年の抱負

佐々木治郎君（昭和４８年６月４日生）
あけましておめでとうございます。
今年は年男の年となりこの世に生を受けて
から４巡目を迎えることとなりました。
丑年生まれについて少し調べたのですが
特徴として『努力家の晩成型』、『負けず嫌
い』、『堅実・誠実』、『自己主張が苦手』、『激しい怒りも見
せることも』ということで当たってるような当たってないような
気もしますが。。。また干支として２番目に数えられ、昔話
の由来では神様の御殿まで到着した順番で干支を決まる
というお話で牛は１番だと思ってた矢先に到着寸前に牛
の背中に乗っていた子（ネズミ）に抜かされて２番になった
とかで。。。肝心なところでドジをする私の人生に似てるな
と思います。
最後に昨年は新型コロナウイルス感染流行に全世界が
恐怖に陥りました。終息する気配がないまま２０２１年を迎
えるわけですが、正解が分からないまま進まなければいけ
ない現状で、コロナに負けない精神力を養い会社・家族
を守っていかなければいけないリーダーとして一層の努力
し厳しい時代を乗り越えていかなければいけないと思って
います。次の年男になるときは６０歳還暦を迎えるわけで
すが１２年後どんな時代になってるかわかりませんがさら
なる成長を目指して突き進みたいと思います。

米山奨学生 ツーティーゴック
明けましておめでとうございます。ツーティーゴック（two
tea をごくごく飲む）です。
いつもお世話になっております。
２０２１年に私の抱負を設定しました。
第一に、社会人になって日本のビジネスマナーとビジネ
ス日本語能力を身につけることです。学生時代と別れて、
仕事でもっとしっかりになります。会社の同僚と仲良くでき
て、いち早く新たな生活の環境に慣れます。様々な大変
のことがあっても、「七転び八起き」の精神で挑戦して、成
長します。
第二、英語能力をマスターします。私の会社は、タイと中
国に子会社を持っているため、海外とのやり取りや派遣の
可能性もあります。そのチャンスを掴むために、英語能力
をマスターします。１２月までにTOEIC試験で９５０点の目
標をします。
第三に、メモと記録の力を記録する習慣を身につけま
す。いつまで日本にいるか分からないので、新たに学ん
だ日本語の語彙・日本でいい景色・新たな体験という様々
な思い出を記録して、将来見直します。
今年皆様の抱負はいかがでしょうか。皆様にとってとても
良い年になりますように願います。

今

思うこと ・ ・ ・

中川勝晴
傘寿（８０才）を超え、コロナ禍という混沌の時に、
無事新年を迎えることができました。
今、思えば感慨一入のものがあります。
不遇であった少年時代。志は成しても挫折の繰
り返しであった青年時代。基盤づくりに明け暮れた
壮年時代。そして今、多くの良きクライアントに恵ま
れ、充実の晩年を迎えることができました。
信頼する恩師の紹介で妻との出会いがあり、三
人の娘と四人の孫に恵まれました。
長女は隣地に居を構え、いつも温かく見守って
いてくれます。二女（税理士）と三女（社会保険労
務士）は、しっかりと事務所を支えていてくれます。
２０年前にはロータリーとの出会いもあり、多くの
友を得ることができました。
あたかも令和３年１月１日より、所長を二女に譲
り、第一線を退くことになりました。これからは健康
に留意し、生涯、現役として税理士を全うしたいと
考えています。
今、思うことは「ありがとう」の一言に尽きます。

第１組インターシティミーティングについて
テーマ ／ 「コロナ禍でも企業を導いた
女性社会起業家に学ぶ」
日 時 ／ ２０２１年１月２３日（土）
１４：４５～１５：１５ インターミーティング開会式
１５：２０～１６：００ トークセッション１ 講演
１６：００～１６：３０ トークセッション２
パネルディスカッション
１６：３０～１７：００ インターミーティング閉会式
●ＱＲコードでの登録について
登録期限は前日の１月２２日まで。
●リモートでの視聴について
ＺＯＯＭで行われますのでアプリのセットアップは各自で
お願いします。参加確認のため、できるだけ個人名での
登録セットアップをお願いします。
ＺＯＯＭのウェビナーモードで行いますので、各自のカメ
ラとマイクについては他の方には写らないようになってい
ます。
＜環境が整わない方へ＞
当日事務局にて視聴して頂きます。
●ＩＤパスワードについて
前日の夜までに登録された各自のメールアドレスに送ら
れます。

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
本日は年忘れ例会。会長の時間では地区大会は中止、
代わりに４月４日京都で行われるが出席者は会長、幹事
のみ。会員はZOOM参加。６月台湾での国際大会は来年
１月のＲＩ理事会で決定されます。今日の会報はガバナー
アドレスが掲載されており、お読み下さいと話されました。
例会前にいと重さんのお菓子で心和
ませて頂き、例会後準備の間に各種
ロールケーキをいただき、ひといきつ
いたところで山口尚美様のコンサート
が始まりました。第一部はＴｈｅ ｓｏｕｎｄ
ｏｆ ｍｕｓｉｃなど。一部終了後、親睦＆
有志による「きよしこの夜」のハンドベ
ル演奏がありました。第２部は会場も暗
くなり雰囲気一変。各テーブルのキャ
ンドルの炎がともり幽玄な中でアベェ
マリアとクリスマスメドレー。終了後、や
す井さんのお弁当とお花を持ち帰りま
した。親睦活動委員会の皆様ステキな
企画をありがとうございました。

お客さま
ツーティーゴックさん（米山奨学生）
ニコニコ箱
（本日計 91,000円・累計 1,061,000円）
コロナ禍の中、何とか半分のプログラムを終えることができ
ました。メンバーの皆様、来年も宜しくお願い致します
…大舘君

出席報告
会員数

当日出席

ﾒｰｷｬｯﾌﾟ 出席率（％)

１２月１７日

５５（１３）

３５（９）

０

１２月 ３日

５５（１３）

４０（６）

０

会報・広報雑誌委員会

６８．６３

／

小島充子

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、最終例会。この１年コロナに始まり、コロナで終わっ
た感じです。皆さん年末年始ご自愛の程よろしくお願
いします…杉本君
親睦さんお世話になります…今村君
会長ノミニーの席を作っていただきました…細江君
年忘れ例会、楽しい音楽鑑賞有難うございます…青木君
親睦委員の皆さんよろしくお願いします…上田君
コロナ禍の年末、元気で良い年を迎えましょう…上西君
年忘れ例会ご苦労様です…大森君
年忘れ例会ありがとう…田井中（順）君、川原崎君
本年もお世話になりました。来年もよろしくお願いいたしま
す。コロナに勝つ…和田君
今年一年お世話になりました。ありがとうございます。
２０２１年もよろしくお願いいたします…石原君
年忘れ例会に出席して…藤田君
令和２年、１年間お世話になりました…西村君、瀧沢君
年忘れ例会お世話になります。今年もお世話になりました
…安居（継）君
本日年忘れ例会よろしくお願いします…松田君
今年一年間お世話になりました…中川君、田井中（徹）君
年忘れ例会、この一年に感謝…清水君
年忘れ家族会に参加して。親睦委員会さんお世話さまで
す…田部君
皆様本年は色々とありがとうございました。来年もよろしく
お願いします…澤田君
本年はお世話になりました。来年もどうぞよろしく…戸所君
密を避け 密を求めて 師走は走る…正村君
年忘れ例会お世話になります。今年１年ありがとうござい
ました…小田柿君
今年も年忘れ例会に参加することができました。ありがとう
ございました…後藤君
本年最後の例会に感謝して。来年もよろしく…片岡君
年忘れ例会、親睦さん皆様１年間ありがとうございました
…角田君
粛々と楽しみましょう。親睦さんありがとう…渡邊君
年忘れ例会お疲れ様です。親睦さんに感謝…本登君
年忘れ例会、親睦さんお世話になります…宮川君
親睦さまお世話になります。本日の週報、委員会メンバー
の大森さんと土橋さんの労作です。皆様しっかりとお読
み下さい…小島君
誕生日を祝っていただいて…安居（秀）君
妻の誕生日を祝っていただいて…近藤君、森君
入会記念日を祝っていただいて…森君、堤君

他クラブプログラム予定
１月 ８日(金)

長浜東ＲＣ 「新年互礼会」

１月１１日(月)

長 浜ＲＣ 「休会」

１月１１日(月)

五 ・ 能ＲＣ 「休会」

１月１２日(火)

長浜北ＲＣ 「休会」

１月１２日(火)

彦根南ＲＣ 「１／８に変更」

大森修太郎

菅谷 渉

土橋潤也

秋野浩一

