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彦根城を世界遺産に
重要文化財 彦根城太鼓門及び続櫓
国際ロータリー・テーマ

奉仕しよう

みんなの人生を豊かにするために
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地区スローガン
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彦根ＲＣ会長テーマ
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楽しい ロータリーライフを
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天守がある本丸表口をかためる櫓門で、城内合図の太鼓を置
いたところから名付けられたと言われています。建物の背面が
解放され、高欄付きの廊下となっており、櫓では大変稀な構造
となっています。なお、解体修理に伴う部材調査によりどこかの
城門を移築したものであることが判明しています。
（彦根城公式ＨＰより）

第３３１８回例会

お祝い
会員誕生日

安居継彦君（７月３０日）

２０２１．７．２９

入会記念日

正村嘉規君（２０１７年８月３日）

開会点鐘
ロータリーソング斉唱「我等の生業」
ビジター紹介
会長の時間
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
｢会計報告」
閉会点鐘
於．料亭旅館 やす井
オンライン(ZOOM)

今日の食事
幕の内弁当

次回例会案内（2021.8.5）
「 彦根のこれからについて 」
ゲスト ： 彦根市長 和田裕行 氏
担 当 ： プログラム委員会

幹事報告
１．静岡県熱海市「令和３年７月豪雨災害」復興支援として、
２６５０地区「地区災害対策基金」より義捐金が拠出され
ました。支援金額 金２００万円 一人当たり約４５０円
第１回クラブ職業奉仕担当者研修会報告
職業奉仕委員長 佐々木治郎
７月１７（土）ZOOMにて第１回クラブ職業奉仕担当者研修
会に参加しました。
矢野副委員長司会のもと馬場ガバナーの開会点鍾・開会
挨拶に始まり、北河原パストガバナー諮門委員挨拶、担当
地区役員、地区職業奉仕委員紹介の後、上原委員長の開
催趣旨の説明があり、本題の（研修１）『四つのテストの真実』
の講話を中島健委員より３０分間お話しされました。かの有
名なカーネルサンダ―ス氏もロータリアンで、１９２０年頃、四
つのテストに心を打たれてロータリーに入会したといわれて
おり、四つのテストに照らし、自らの事業に営んだとお話しが
ありました。カーネルサンダーの４つのルールとしてそのビジ
ネスに ①嘘偽りはないか？ ②関係するすべての人に公
平か？ ③良好な人間関係を作っていくものか？ ④関係
するすべての人々にとって有益なものか？ この４つのうち
一つでも『ノー』があったとしたら、その事業には手を出さず、
すべてに『イエス』と答えられるならば、そのビジネスに自信
をもって取り組め！というのがカーネルサンダースの教え
だったそうです。例会で４つのテストを月初めに何気なしに
聞いてますが、とても深い言葉でありこの研修会を通してで
すがすごく勉強になりました。
今年度職業奉仕委員長としてまだまだ勉強不足ですが１
月の職業奉仕月間に向けていろいろ勉強して努めていきた
いと思います。

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２３回「ワインクラブ」例会報告
後藤元一
７月１５日（木）午後６時より
ホテルサンルート彦根にて、
第２３回ワインクラブ例会を行
いました。
秋野会長から、ワイングラス
の形について説明を受けまし
た。・ブ ル ゴ ー ニ ュ ／ ボ ル
ドー／アンジュ／シャンパン／ラインなど、いろいろな形の
ワイングラスがあることを教えて頂きました。そして、「今回
目玉の１本」は、サント・ロペの３つ星レストランが絶賛のロ
ゼ！「クロ・ド・ルルス ラクサン ロゼ２０２０」フランスを代表
する超一流レストランで次々とオンリスト。口コミが口コミを
呼び、累計１４４店舗のミシュラン星付きレストランで採用さ
れるに至った、究極のシンデレラワイン！だそうです。（美
味しかった！）今回特別に分けて頂いた最新ヴィンテージ
の３００本の中の１本だそうです。その後、シャトー・ピコロ
ン、シャトー・プレヴォスト、シャトー・ラ・トゥール・サン・ブ
レ ー ズ、シ ャ ト ー・ア ッ カ ―・ペ ロ ー、ボ ワ・ド・ラ・ク ロ ワ、
シャトー・ダルマニャックと合計７本のワインを正味して、楽
しいひと時でした。
前回例会報告
本日は、彦根南ＲＣ宮嶋会長、伊勢田幹
事がお越しになりました。
宮嶋会長より「私は多賀町で熱間鍛造の
仕事をしています。伊勢田幹事は平田町
で朝日新聞の販売をしています。彦根南
ＲＣは彦根ＲＣのお世話になり、昭和５３年
５月２２日に創立しました。私は４４代目の会長になりま
す。コロナ禍でZoomによるリモート開催を８月末まで継続
し、その後、会場でリアルの例会を開催する予定です。今
後もよろしくお願いします。」と挨拶されました。
会長の時間では「知足」について話さ
れました。「たるをしる」ということは、自
分は今、満たされていることに気づくこ
とです。その力が求められています。命
を得ていること、すばらしい家族、すば
らしい社員、すばらしい仲間、特にロー
タリアン、このように今あるものを慈しみ
大切にする精神が大事です。仏教に「知足は大地の富み
なり」という教えがありますが、今一度、この教えを考えるこ
とが大事です。千利休の言葉に「家は漏らぬほど、食事は
飢えぬほど」というものがあります。わび茶の本意であり、
謙虚になり、足るを知ることで豊かな精神で生きていける
ことを意味しています。真の意味を理解し、味わい、一人
ひとりが受け取ると生き方が変わると思います。
本日の卓話は、「私の仕事」というテーマで小田柿喜暢
君が話されました。

出席報告
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０

私の経歴を紹介します。１９８７年２２歳
で社会人になりました。関西ＮＥＣに就職
し、そこから、草津にある子会社のニチデ
ン機械へ出向、半導体設備設計を行い、
社会人として鍛えられました。５年後に京
都第一化学に転職しました。２人目の子
供の誕生を機に家庭円満を考え通勤の近い場所で自分
の技能を活かせる転職先を探しました。そして、ＩＴバブル
最中の２０００年、３５歳の時に現在代表を務めている大洋
産業株式会社に転職しました。水処理設備の営業兼技術
として仕事をスタートしました。社内環境整備などしつつ
時が流れ、世界金融危機の２００７年、４２歳で取締役にな
り、翌年４３歳で代表に就任しました。世の中の変動が大
きい時に自分自身の転機が起こっていることは不思議に
思います。私は「サラリーマン経営者」です。さらに非常に
まれな「サラリーマン経営者」だと思います。取締役わずか
１年で代表になったのは、前社長の健康状態が理由で
す。さらに私が代表になり１年以内に前社長（２代目）、ひ
きつづき創業者（初代）が亡くなりました。社内にオーナー
家が一人もいない状況になりました。会社の所有者では
なく、サラリーマン経営者ですが、会社の最終判断・リス
ク・事業承継など全てを自分で決める状況です。ただし、
経営を引き継ぐときに、経営者個人名義の借金・担保は
無く、株式も分散しておらず、大きな障壁はありませんでし
た。先代までの経営者には頭が下がります。今は「いつ自
分がいなくなっても経営を継続できる会社」を目指して
やっています。守りだけでなく、攻めも行い、会社の継続・
成長・発展に日々邁進しています。社員も含めて人の為、
世の為になる会社を作り、未来を切り開く種を植えていく
ことが現在の私の仕事です。
お客さま
宮嶋誠一郎君・伊勢田雅人君（彦根南ＲＣ）
ニコニコ箱
（本日計 41,000円・累計 140,000円）
本年もよろしくお願いいたします…宮嶋君（彦根南）
本日はお世話になります…伊勢田君（彦根南）
彦根南ＲＣ、宮嶋会長、伊勢田幹事さんお越しいただき
御礼申し上げます…青木君
卓話の時間をいただきありがとうございます…小田柿君
すごい雨でしたネ…細江君
冷奴 入れ歯にやさしい 老いの味…正村君
誕生日を祝っていただいて…上田君
誕生日自祝…戸所君
家内の誕生日をお祝い頂いて…戸所君、青木君
妻の誕生日を祝っていただいて…土橋君
入会記念日を祝って頂いて…上西君、澤田君、松田君
ＳＡＡのお許しをいただいて…石原君

他クラブプログラム予定
７月３０日(金)

長浜東ＲＣ 「休会」

８月 ２日(月)

長 浜ＲＣ 「会員増強の現状と
今後について 」

８月 ２日(月)

五 ・ 能ＲＣ 「会員卓話」

８月 ３日(火)

彦根南ＲＣ 「クラブフォーラム」
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会報・広報雑誌委員会
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４．みんなのためになるかどうか
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