
地区スローガン 

活力と輝き －ロータリーの基本を大切に－ 
             （第2650地区ガバナー  馬場益弘） 

お祝い                          

会員誕生日    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） 

            上西信昭君（１月１６日） 

            大森修太郎君（１月１９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）   

            安居（秀）君ご夫妻（１月１４日）   

入会記念日    神野佳樹君（２０００年１月６日） 

           嶋津慶子君（２０１０年１月７日） 

           川原崎清三君（１９９１年１月１０日）  

           菅谷 渉君（２０１９年１月１０日）     

１月のスケジュール                          

１／１３ 定例理事会（１３：４０～やす井） 

      グルメ同好会新年総会 

              （１８：００～千成亭伽羅「多賀別邸」） 

   １７ 謡曲同好会お稽古（１８：００～千代神社） 

   ２０ ワインクラブ新年総会（１８：００～伊勢幾） 

   ２２ 第２回青少年奉仕担当者会議（１３：００～ｵﾝﾗｲﾝ） 

    ２４ 謡曲同好会お稽古（１８：００～千代神社） 

   ２７ 名門ＲＣを訪ねる会新年総会 

                （１８：００～ホテルサンルート彦根） 

   ２９ 地区ロータリー財団補助金管理セミナー 

            （１３：３０～立命館大学朱雀キャンパス） 

ロータリーの友１月号 必見どころ                         

横書き Ｐ７  特集 職業奉仕月間 

             「コロナ禍における私の職業奉仕」 

     Ｐ１４   ２０２２年国際大会に参加するべき７つの理由 

 

縦書き Ｐ４  「ＣＳＲ／ＳＤＧｓの時代に考える職業奉仕」 

         大阪学院大学経済学部教授・森田健司氏の 

                               講演趣旨 

     Ｐ９  「この人 訪ねて」 

        とんかつ文治郎・高田祐治さん（長崎中央ＲＣ） 

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       

           （国際ロータリー会長 シェカール・メータ） 
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2021～2022年度 会 長  青木竺峰  会長エレクト 細江正人   
          副会長  渡邊僖子  幹 事    上田勝之 
          会 計  小田柿喜暢 ＳＡＡ    秋野正誠      

彦根ＲＣ会長テーマ 

明るく 楽しい ロータリーライフを               

            （彦根ロータリークラブ会長 青木竺峰） 

今日の食事 

次回例会案内（2022.1.20）  

 「ご家庭での身近な電気使用安全について」 

 ゲスト ： 関西電気保安協会  

  企画部広報グループ滋賀エリア担当 柚木康伸氏 

     

 

幕の内弁当 

井伊家ゆかりの社寺 天満宮 北野神社 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 由緒…彦根藩2代藩主井伊直孝公が彦根城築城の際建立。 

 祭神…菅原道真公（学問の神） 

 祭礼…彦根十日ゑびす祭 商売繁盛・福笹を求め賑わう。     

                       （彦根観光協会ＨＰより） 

彦根ロータリークラブ週報   ２０２１～２０２２ ＶＯＬ.７０ ＮＯ.２２  

第３３３６回例会 
２０２２．１．１３ 

開会点鐘 

祝謡「鶴亀」      謡曲同好会 

仕舞「難波」      大森修太郎 

          地謡 中川勝晴 

君が代斉唱 

ロータリーソング斉唱「奉仕の理想」 

４つのテスト唱和 

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 

卓話 

 「新年の抱負」 寅年生まれの会員 

閉会点鐘 

 

         於．料亭旅館 やす井 

彦根城を世界遺産に 



 

新年のご挨拶 

                         会長 青木竺峰 

 新年あけましておめでとうございます。 

 昨年中は色々とお世話になり御礼申し上

げます。本年もよろしくお願いいたします。 

 「龍吟雲起、虎嘯風生」 

 「龍吟じて雲起こり、虎嘯きて風生ず」 

 龍が唸ると雲が起こり、虎が吼えると風が生じる。という

意味です。（碧巌録九十九） 

 龍が唸ると彩雲が起こり、寅年にあたり、虎が一声吼えま

した。そうすると彩雲と新しい風とが生じました。新年の新

風であります。歓喜をよぶ新風であります。彩雲の中、歓

喜の風を受けてまいりましょう。そうして、素晴らしい人生を

送りましょう。 

 昨年来コロナ禍で、ウイルスに惑わされましたが、本年

は良い年であることを願います。 

 ロータリーにも新しい歓喜の新風が吹き、ますます良い

活動ができることを期待します。 

 皆様におかれましては、ご健勝で、どうか良い年になる

こと、ますますご多幸をお祈り申し上げます。 

 

 

 

 

年頭所感 

               青木竺峰（昭和２５年１２月２９日） 

 「虎口裏横身」 

 「虎口裏に身を横ふれ」と読みます。 

 意味は、一身を投げ出し、命を捨ててかかることです。 

碧巌録 五にある言葉です。 

 寅年にあたり年男として、何事にも一身を投げ出し、命

を捨ててかかりたいと思っています。とくにあと半年間彦根

ロータリークラブ会長として、全力を尽くしたいと思ってい

ます。ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。 

 個人的には、自坊厷慈院と長浜市高月町磯野に金蔵

寺との二カ寺を預かっております。二カ寺ともぼろ寺であり

ますので、少しでも修復できればと思っています。 

 一度しかない人生です。今、ここを大切にして、一日一

日を有意義に明るく楽しい人生になるように努力して生き

ていきたいと思っています。 

 何事においても、虎口裏に身を横ふれて、いきたいと

思っています。死に物狂いで、一生懸命やっていきたいと

思っています。果たしてどこまでできるかは、問題ですが、

頑張っていきたいと思っています。 

 皆様におかれましては 

良い年でありますようにお祈り申し上げ

ます。 

 

       

 

年頭所感 

                渡邊僖子（昭和２５年５月２７日） 

 新年あけましておめでとうございます。 

 ６回目の「当たり年」７２歳を迎えます。１２

年前の還暦を迎えた年には私は何を思った

か？ ファイルを引っ張り出し読んでみまし

た。あまり過去に執着しない私が、６０年間を

振り返る良い機会だったことを記しています。 

 さて、その後の１２年間は如何だったか？ 孫が５人（男

の子ばかり）となり、親や叔父、叔母を送り、がらりと世代交

替がなされた１２年間でありました。 

 ものの本によると２０２２年は「五黄の寅」の年。３６年に一

度めぐって来るらしい寅。７２年前に生を受けた私は正しく

五黄の寅ということになります。皆が恐れる寅らしいです。

病弱で気弱で、泣き虫だった私が、今こうして微力ながら

いろいろのお役をいただき、自身の事業に精を出すことが

できているのは、「五黄の寅」のお蔭かもしれません。次の

１２年どう生きるか？ 歳と上手に付き合い、できれば世の

ため、人のために頑張れる自分でありたいと思います。 

 年の始めに気持を新たにしているところです。本年もどう

ぞよろしくお願い申し上げます。健やかな良い年となりま

すよう、ご祈念申し上げます。 

 

年頭所感 

安居秀泰（昭和２５年１２月１８日） 

 新年あけましておめでとうございます。 

本年は寅年。歳を重ねるたびに年月の経つ

早さを、痛切に感ずる歳となりました。年々早

くなると聞いていた事を実感するこの頃で

す。 

 さて、コロナ禍もワクチン接種が進んだこと

などから一定の収束が見えてきましたが、オミクロン株の

影響が気になるところです。 

 経済や社会の見通しに対する不安もあり、油断は出来

ない上に、先が見えにくい時代が続くように思いますが、

日々当社では、社是にのっとり「ありがとうございます」と感

謝の心をもって社会に、地域に貢献させていただけるよう

努めています。 

 「トラヤの由来は？」とよく尋ねられます。「虎は一日に千

里の道を進む」が由来となっております。又、「寅年生まれ

の性格」という記事には虎のように勇敢で、その行動は、

自信に満ちあふれていることから物事にひるむことなく対

処できる性格である。しかしいつも活発なのではなく、虎

がにらみを利かせるように、冷静に物事を判断したり、

堂々とふるまうことから、人に愛される面もあります。とあり

ました。 

 さあ、この時代にだけに、にらみを利かせた虎の如く、物

事の動きを慎重に見極め、動くときは力強く対応して、社

会、地域に少しでもお役に立てるように努めたいと思いま

す。 

 本年皆様にとりまして、素晴らしい一年でありますように

ご祈念申し上げ、新年のご挨拶とさせていただきます。 

 



 

年頭所感 

       堤 秀記（昭和３７年２月２２日） 

 ここ数年私にとってコロナという目に見え

ないウイルスに脅かされ、行動規制を送る

毎日を過ごすと、自分ではなにもできない

世の不条理さともどかしさを感じます。 

 先日、あるテレビ番組「燃える闘魂 ラスト

スタンド 病床からのメッセージ」アントニオ

猪木闘病生活のドキュメンタリー番組をみました。リングで

戦う猪木のファイター姿に若かりし頃、元気・勇気を頂い

たものとして、とても感慨深いものを感じ、年を重ねる、体

の老いについて深く考えました。 

 ２０２２年もおそらくコロナという静寂した時間を受け入れ

過ごすことになるでしょう。アントニオ猪木という活動エネ

ルギー燃える闘魂は、コロナと相反するものでありますが、

私は静寂と闘魂両者備えて自由闊達、健康に仕事、趣味

に前進いや半歩前進したいものであります。 

 

 

 

年頭所感 

               伊藤容子（昭和３７年１２月１６日） 

 １２月上旬の例会で「当たり年」とのことで

年頭所感の原稿依頼を頂きました。丁度そ

の例会で、ロータリーの皆さまからお誕生日

を祝って頂き、誕生日を忘れていた私は、

誕生日がもう巡ってきたかと過ぎる月日の

早さに驚いていました。その時の会長の時

間のお言葉が「光陰如矢 時不待人」（こういんやのごとし 

ときひとまたず）で、「今、ここを大事にすること、今、自分

が生きていることを確かめて大事にすること」（週報より一

部抜粋）と教えて頂きました。本年、「還暦」という節目にあ

たり、この教えを頂いた事に何かのご縁を感じました。会

長のお教えを指針として一日一日を大切に過ごしたいと

思います。 

 その一方で、「還暦」を迎えることに驚く私がいます。私

自身、気持ちは高校生当時のままで、人生を達観できる

程に成熟もしておらず、まだまだやりたいことが一杯で落

ち着きそうにありません。とは言いながら身体の変化は感

じており、体調管理には気を付けなくてはいけないと思い

ます。 

 還暦の赤いちゃんちゃんこは、厄除け・魔除けの意味が

ありますが、「厄年の人＝役に立つ人（大事な役割りを担う

人）」とも捉えられていると、本で読んだことがあります。ご

ろ合わせのようでもありますが、正に私に課された言葉と

受け止めました。本年、会長のお教えを心掛けつつ、少し

でも皆様の役に立つ人になれるよう精進してまいります。 

 ロータリー会員の皆様、本年もどうぞよろしくお願いいた

します。 

 

 

 

 

年頭所感 

               安居継彦（昭和３７年７月３０日） 

 あけましておめでとうございます。 

 若い若いといわれ続けたロータリー人生

でしたが、今年めでたく還暦を迎えます。 

５０歳で郵便局を退職し、１０年前から第

二の人生を送っていますが、おかげさま

で健康で楽しい生活を過ごしています。

今年も変わることなく、あわてず騒がず穏やかな一年を過

ごしていければ幸せです。しかし、コロナ過の中、今年も６

月までは地区ＲＬＩ委員長の重責が残っていますし、来月

には娘の披露宴も予定しています。まずは無事にこれら

の責任を果たしていきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

新年の抱負 

                     米山奨学生 張 暁平 

 あけましておめでとうございます。昨年は大変お世話に

なりありがとうございました。今年もどうぞよろしくお願いい

たします。 

 一年の計は元旦にあり。晴れやかな新年のために２０２２

年の新年の抱負を立てました。 

 まずは、怠けずに体を鍛え、運動することです。去年は

修士論文や就活などで忙しく、全然運動する気持ちがな

かったので、せっかく割れた腹筋も知らず知らずに消えて

しまいました。健康な体を持つことで、他のことにチャレン

ジすることができると思います。これからは、昔の運動の習

慣を拾い、週に４回運動できるように頑張ります。 

 次に言語力を上げることです。うまく日本の職場で働くた

めには、日本語だけではなく、英語も重要なので、言語力

をもっと頑張らないといけないと意識しました。仕事上は英

語と日本語翻訳などの仕事があります。仕事以外の時間

を活用し、英語と日本語を勉強し、TOEIC試験と日本語

通訳試験にチャレンジしたいと思います。スムーズに外国

語で自分の考え方を表せる表現力も鍛えます。 

 最後は、行動力をアップすることです。私に足りないの

は行動力不足で、何をやってもギリギリdeadlineまでやって

いました。自分にも時間の余裕がなく、他の人の迷惑に

なってしまうこともあります。２０２２年こそ、その悪い癖を直

さないと社会人にとっては失格なので、行動力をアップす

ることができるように何事にも計画を前倒しでやります。 

 みなさんも新年の抱負を決められたでしょうか。 

 ２０２２年皆さんの新年の抱負が叶えますように祈ってお

ります｡ 



出席報告 

他クラブプログラム予定 

前回例会報告 

 本日は令和３年の最後の例会

です。会長の時間では前回の年

忘れ家族会での親睦委員さんへ

のお礼の言葉がありました。本日

の言葉は「千秋楽万歳楽」です。

千秋楽は相撲でも最後という意

味、万歳楽は楽しむと言ことで令和３年の最後の例会を楽

しみましょうということです。 

 本日の卓話は新会員スピーチです。最初は鈴木大祐君

です。尾張藩の作治奉行の家系で祖

父から宮大工が始まりました。埼玉で

生まれましたが父親の仕事の関係で

転々とし福島、神奈川の相模原に落ち

着きました。高校時代からやんちゃで

卒業後もふらふらしていました。アメリ

カに行きたいと思うこともありましたが就労ビザももらえる状

況ではありませんでした。そんなころ父の仕事であった宮

大工を再認識し、関西で宮大工を目指し木澤工務店で働

くようになしました。最初は雑用でしたが、埋木舎、清水寺

の舞台、銀閣寺等に携わりました。そのころ父が実家の家

業を引き継ぐこととなり、私も一度実家に戻りました。そん

な中で財産関係のいざこざがあり、再び滋賀県の米原市

にやってきました。オートバイが趣味で、そして彦根ツーリ

ングクラブで奥さんに出会いました。奥さんの実家は多賀

の糸切餅屋の莚寿堂です。もともとは代々宮大工の家系

で私と同じだなと思い、縁とは不思議なものだなぁと思い

ました。 

 次は伊藤容子君です。ロータリークラ

ブに入会できありがとうございます。改

めてロータリーについて勉強させてい

ただき、社会の為に具体的に行動しよ

うとする団体であることを尊敬していま

す。自分自身もいっしょに参加できるこ

とをうれしく思います。議員という立場と関係なく、一市民

としてできることをやっていこうと思っていましたが、寄付な

どは個人では大きな力になり 

ません。ロータリーでの寄付は使途も明確で大きな力にな

ると思います。私が入会するきっかけは、田井中さんの紹

介です。入会前誘っていただいている間は、偶然に頻繁

に出会うことがありましたが、入会後はなぜか出会うことが

なくなりました。入会前頻繁に出会ったことが不思議で

す。私は自身の子供が中学生、小学生の時経済格差に

よって教育の在り方が決まってしまうということを実感し、で

きることはないかと思っていました。そんな時、子供から図

書館がいつも閉まっていると聞きました。確認すると開け

ておくと休み時間なのに子供が悪さをするから閉めている

と学校にいわれ図書ボランティアをすることにしました。い

ろんな活動をボランティアとしてやっていくには限界がある

と感じ、いつか議員なろうと思いました。 

東日本大震災をきっかけに明日が当たり前に来ると思っ

てはいけないと期間がない中、今行動しようと立候補し、２

回目で当選しました。今後もロータリーの皆さんとともに頑

張っていきたいと思いますと話されました。 

 

ニコニコ箱 

（本日計 42,000円・累計 770,000円） 

家族会成功、親睦委員長、後藤君はじめ親睦委員の皆 

  様ありがとうございました。御礼申し上げます…青木君 

卓話の機会をいただきありがとうございました…鈴木君 

本日は卓話の機会を頂きましてありがとうございます 

  …伊藤君 

一年間に感謝…清水君 

土橋君ダイアリーありがとうございます。御礼申し上げます 

  …青木君 

ＮＴＴさんよりビジネスダイアリーをいただきましてありがとう 

  ございます…本庄君 

２０２１年最後の例会、本年お世話になりました。新年もよ 

  ろしくお願いします…小田柿君   

令和３年中たいへんお世話になりました…細江君 

一年間ありがとうございました…西村君 

今年も皆様に大変お世話になりありがとうございました。 

  来年もよろしくお願いします…安居（継）君   

今年一年お世話になりました…片岡君、大舘君、今村君 

今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。本日お先に失礼します…松田君   

今年一年に感謝…北村君 

本年最後の例会に出席させていただきました。お世話に 

  なりありがとうございました…田部君   

皆さん良い年をお迎えください…上田君 

今年一年お世話になりました。感謝…上西君 

２０２１年色々お世話になりました。ありがとうございます。 

  良い年をお迎え下さい…石原君   

今年もお世話になりました。皆様良いお年をお迎え下さい 

  …大森君 

今年最終例会となりました。一年間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   

今年も多くの人に助けていただきありがとうございました。 

※シニア川柳１０選より ○老いるとは ふえる薬と 減る 

  記憶  ○マイナンバー  ナンマイダーと 聴き違え  

  ○徘徊も タスキかければ パトロール！…正村君 

男ヤモメのひとり言 “寒風に 人肌恋し クリスマス 

  …正村君 

 

（12/27口座引落計 7,000円・累計 777,000円） 

誕生日を祝っていただいて…安居（秀）君 

入会記念日を祝っていただいて…森君、堤君 

会報・広報雑誌委員会  ／  澤田和重  正村嘉規  玉置貴一  今村康博 

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 ４．みんなのためになるかどうか 

１月１４日(金) 長浜東ＲＣ 「がん治療と 
       仕事の両立支援」     

１月１７日(月) 長   浜ＲＣ 「新年例会」      

１月１７日(月) 五 ・ 能ＲＣ 「未定」       

１月１８日(火) 彦根南ＲＣ 「日本の義務教育での 
   英語授業の現状と課題」               

 会員数 当日出席 ﾒｰｷｬｯﾌﾟ 出席率（％) 

１２月２３日 ５２（１１）  ３３（５） ０ ７１．７４ 

１２月 ９日 ５２（１１）  ３４（７） ０  


