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                         立花町 電々公社内 
 蕉門十哲の一人として芭蕉と親交あり、始めは下藪下 
 町の生家におりましたが、今の電々公社の所に移り、後 
 は病気のため原町に移り住んでここで亡くなっておりま 
 す。（行年六十歳）。原町の屋敷跡に美しい水の井戸が 
 あります。「みず筋を尋ねて見れば柳かな」の句碑が建  
 っております。 

２０２２～２０２３  ＶＯＬ.７１  ＮＯ.２３ 

彦根ロータリークラブ週報 

第３３７９回例会 
２０２３．１．１２ 

開会点鐘 
祝謡「鶴亀」      謡曲同好会 
仕舞「高砂」      大森修太郎      
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 
食事・懇談 
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」  卯年生まれの会員 
閉会点鐘 
          於．料亭旅館やす井 

彦根市内の名所、旧跡、歌碑・句碑  

地区スローガン    感動、感激、そして感謝                       （第2650地区ガバナー  尾賀康裕） 

彦根ＲＣ会長テーマ  感謝して品格あるロータリーライフをもっと楽しもう！！ （彦根ロータリークラブ会長 細江正人） 

国際ロータリー・テーマ イマジン ロータリー                  （国際ロータリー会長 ジェニファーＥ．ジョーンズ） 

お祝い                          

会員誕生日   片岡哲司君（１月１日） 

           土橋潤也君（１月１１日）   

           上西信昭君（１月１６日） 

 

結婚記念日   安居（秀）君ご夫妻（１月１４日） 

           黒杭君ご夫妻（１月１８日） 

 

 

 

                     

１月のスケジュール 

１／６  書道教室（１０：００～まちなかプラザ）     

  １２  定例理事会（１３：５０～事務局）     

  １６  浦部謡曲教室（１８：００～千代神社 ） 

  １９  ７０周年会場下見（１８：００～エクシブ琵琶湖 ） 

  ２０  書道教室（１０：００～まちなかプラザ）    

  ２１  第２回青少年奉仕担当者会議 

            （１３：００～リーガロイヤルホテル京都） 

  ２８  地区ロータリー財団補助金管理セミナー 

               （１３：３０～キャンパスプラザ京都） 

  ２９  ＲＬＩパートⅢ研修会（９:３０～京都文教学園） 

  ３０  浦部謡曲教室（１８：００～千代神社 ） 

次回例会案内（2023.1.19）   

  

「 『介護』に接して感じたこと 」 

担当 ： 職業奉仕委員長 後藤元一 



新年のご挨拶                       

                         会長 細江正人 

 新年あけましておめでとうございます。 

 会員の皆様におかれましては、令和５年新

たな年を健やかにお迎えになられましたこと

を心からお慶び申し上げます。 

 ３年に及ぶ新型コロナウイルス感染拡大の

波を繰り返す中、増加する感染者への対応と合わせて、

ワクチン接種の応援など感染症対策の続く医療現場の皆

様に感謝申し上げます。滋賀県はコロナ禍の警戒ステー

ジを１ランク上げましたが、経済活動が停滞することのない

よう、感染には十分に配慮しながらウイズコロナの時代に

入ろうとしています。 

 また、昨年ロシアのウクライナ軍事侵攻が勃発し長期

化、原油や天然ガスなどエネルギー関連の高騰から諸物

価の高騰を招き、すべての物価高へと広がり、我が国はも

とより世界経済に大きな悪影響を及ぼしています。 

 一方、昨年１１月にはFIFAワールドカップカタール２０２２

において日本チームはグループＥのリーグ戦を１位で通

過、決勝トーナメントに進出したことが明るいニュースでし

た。ブラボーの言葉でとても元気になりました。 

 彦根ロータリークラブが今後も元気で活動するために

は、会員を増強することが不可欠と思い努力をしておりま

すが未だ結果につながりません。彦根ロータリーのステー

タスを維持するためにも良き職業人をご紹介ください。一

緒に勧誘に参ります。 

 それでは今年も感謝して品格あるロータリーライフを今ま

でにも増してもっともっと楽しみましょう。 

 

 

 

 

 

 

地区大会のご案内                       

 今年度の地区大会は近江八幡ＲＣのホストにより下記の

通り開催されます。多数ご参加下さいますようお願いいた

します。 

 ２０２３年４月９日（日） 

 ◇新会員セミナー   （びわ湖大津プリンスホテル） 

    １０：００～１２：００  対象－入会３年未満会員 

 ◇青少年奉仕フォーラム（びわ湖大津プリンスホテル） 

    １０：００～１２：００  対象－全員 

  ◇地区大会本会議   （ウカルちゃんアリーナ）   

    １３：００～１５：３０   対象－全員 

  ◇お祭り大懇親会   （びわ湖大津プリンスホテル） 

    １６：００～１７：３０   対象－全員 

 ＜登録料＞ 会員 １０，０００円（大懇親会参加料含） 

          家族 ７，０００円 

 

年頭所感                       

              大森修太郎（昭和１４年１月１９日） 

 ７回目の当たり年となりました。 

 年頭に当たって思うことは今年も去年と変

わらぬ一年が過ごせますようにと祈る思い

です。毎日（起床後の体操、謡の練習など）

週間（ロータリー例会参加、謡や体操など

稽古事への参加）、季節（畑仕事、各種漬物の漬け込

み・・・例えば味噌づくり、鮒ずし漬け込み、大根、かぶら、

白菜などの漬物など）、町内の仕事、氏神様の宮世話な

ど同じことの繰り返しが無事にできることが希望です。 

 一年ごとに体力の衰え、記憶力の低下を実感している

昨今です。ゴルフも歩くことを目的に参加させてもらってい

ますが、そろそろ迷惑をかけているかと思います。 

 逆に歳を重ねたおかげでできることもたまにはあります。

できるだけ邪魔にならないように、そしてまた意地悪爺さ

んもやってみようと思います。 

 

 

 

年頭所感                       

                 片岡哲司（昭和２６年１月１日） 

 新年あけましておめでとうございます。 

 私は１９５１年１月１日に生まれました。子

供の頃より誕生日を祝ってもらった記憶は

ありませんが、世界中で祝っていただいて

めでたく今日を迎えております。 

 うさぎ年にちなみ、私事ですが、波とうさぎの模様を“竹

生島模様”と呼ばれていることを知りました。ロータリークラ

ブ謡曲同好会で万年“竹生島”をうたい続けている私に

とってはなじみ深いフレーズで“兎も波を奔るか”琵琶湖の

白波をうさぎがはねるさまにたとえています。その頃から竹

生島模様やうさぎを旅館の浴衣や印刷物に好んで使用

し、ついには家紋ならず店紋として、“真向き兎”を使用す

るようになりました。 

 昨年暮れには従業員さんが「来年は社長さんの年だか

ら」とお守りを授けて来てくれました。なんと神紋と同じ、ぜ

ひ参拝しようと思っています。大津市園城寺町にある三尾

神社だそうです。卯年ゆかりの方もぜひどうぞ。 

 うさぎは後ろ足が強く、坂道を早く登れます。うさぎの耳

は長く様々な情報をいちはやく得ることができます。うさぎ

年が景気回復の年であると言われる由縁です。 

 本年が皆様にとっても私にとっても良い年になりますこと

を願っております。 

 

 



年頭所感                       

                上西信昭（昭和２６年１月１６日） 

 新年あけましておめでとうございます。 

 私は今年６回目の歳男を迎えます。

日々、こうして健康でいられることは本当

にありがたいことです。 

 私自身、平成１０年に独立起業し、昭和

の時代の経験をもとに活動してまいりましたが、情勢はハ

イスピードで進化しております。令和の時代に沿った柔軟

な考え方も必要です。 

 本年は、我社としましては、新たな取り組みを計画して

おります。当社は現在、定年制はなく、終身雇用としてお

リます。建設業は、一般に規定があり、６５歳を超えると、

本人の意向に関わらず危険を伴うと思われるような内容の

作業に対し制限が設けられています。その為の６５歳以上

でも活躍できるよう、いくつになっても社会と関わりを持ち

ながら過ごせるよう、新規事業を準備中です。 

 具体的な取り組みとしまして、第一弾、冷凍食料品対応

自動販売機による販売計画を立てています。また、観光

客誘致事業に繋がるよう、彦根を盛り上げるためのイベン

トも考案中です。 

 こうして、新規事業を進めるに際し、自身勉強不足な点

もあると思います。皆様の経験やアドバイスをいただけまし

たら何よりありがたいことです。いくつになっても学び、自

身を磨き、成果が出せるよう、努めてまいります。 

 本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

年頭所感                       

                嶋津慶子（昭和２６年７月１３日） 

 明けましておめでとうございます。卯年、周

り年です。 

 今年は癸卯で努力が花開き実り始める飛

躍の年だそうです。思い返せば還暦の後、

主人を見送り、母を見送り、生活ががらっと

変わりました。その後はコロナで商売のあり方が大きく変

わりました。 

 知恵を出し合い新しい商売のあり方を考え何とか存続さ

せて来ました。さぁ、花開く年を迎えて益々頑張らねばとワ

クワクしています。 

 お客様、友人、家族の縁に感謝して笑顔で居られるよう

心がけて日々を過ごしていきたいと思っています。 

 ロータリーの皆様、今年もどうぞよろしくお願いします。 

新年の抱負                       

                 米山奨学生 烏尼爾(ウニル) 

 あけましておめでとうございます。 

 時間の経つのが本当にあっという間で、また新しい一年

が始まりました。 

 日本に留学してからもう３年余りになりますが、この３年

間はほとんど新型コロナウイルスによるオンライン授業など

閉塞的な学生生活を送って来ました。そのなかで、昨年

は私にとってとても貴重な一年となり、ロータリアンの皆様

と出会って、皆様の温かい応援で充実した一年を過ごす

ことができました。皆様のおかげで、いろいろな社会活動

に参加させていただき、また、いろいろな所に案内してく

ださり、日本社会に触れられ、日本文化を体験することが

できました。さらに、皆様のご支援で生活が安定して、勉

強に専念することができました。心から感謝を申し上げま

す。ロータリー米山奨学生としての時間も残すところあとわ

ずかとなりましたが、これから皆様との親睦をもっと深めた

いと思っております。 

 また、私にとって今年は学位論文を提出する重要な一

年になります。この３年間のコロナ禍のなかで、学位論文

に欠かせない現地調査ができずに

来ましたが、現在は海外渡航も可

能となって来ましたので、年度明け

に帰国して調査を行いたいです。

その後、戻って来て、論文を仕上

げますが、皆様からいただいた励

みを糧に頑張っていきたいと思っ

ております。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

 

    

職業奉仕講演会のお知らせ 

 地区職業奉仕講演会が下記の通り行われます。 

 今年度は直接会場にお越しいただく対面参加とZOOM

を活用したオンライン参加を併用したハイブリッド方式で

実施されます。多くの会員の皆様、ご参加下さいますよう

お願いいたします。 

 日時 ２０２３年２月１９日（日）13：30～16：00（終了予定） 

 会場 京都府立京都学・歴彩館 大ホール 

                   （地下鉄 北山駅 徒歩4分） 

     Ｚｏｏｍシステムによるウェビナー併用 

 講演 「私と職業奉仕 

      ～近江商人発祥の地、滋賀のBankerとして～」 

       講師 高橋祥二郎氏 

           （㈱滋賀銀行 取締役頭取 大津ＲＣ） 

 鼎談  高橋祥二郎氏 

     尾賀 康裕氏  （㈱尾賀亀 取締役会長  

                    ガバナー 近江八幡RC) 

     北河原公敬氏 （華厳宗 東大寺 長老 

                パストガバナー 奈良大宮ＲＣ） 



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４年の最後の例会です。会長の時間では、

細江会長より、本日は「ロータリーソング」について話をさ

せていただくとして、「ロータリーソング」の歴史を紹介、日

本で歌われている「奉仕の理想」「我等の生業」「手に手つ

ないで」「それでこそロータリー」「四つのテスト」について

詳細な説明をされました。以前は「ロータリーソング」の歌

詞を出していたが、今は汚れが目立つようになり出してい

ないので、パネルにするか綺麗に洗って出してみるなど

取り組みたいと話されました。 

 幹事報告では、１９８７学年度の米山奨学生 新村 櫻さ

んから届いたクリスマスカードを紹介しました。「メリークリス

マス。皆さまお元気でしょうか。早くマスクなしの生活に戻

りたいです。楽しいクリスマスをお過ごしください。」 

 本日の卓話は鈴木大祐君が「屋大工

と宮大工の違い」というテーマで話され

ました。冒頭、「大工」という言葉の語源

について説明されました。「大工」という

言葉が出る前の飛鳥時代は、木造建造

物を作る職人のことを「木工（こだくみ）」

と呼んでおり、それが奈良時代になると

「大工（だいこう）」という言葉が出てきた。「だいこう」や「お

おたくみ」という職名は技術官の最高者の官職名であり、

木工・鍛冶屋・左官にそれぞれ「だいこう」が存在してお

り、今の国土交通省の事務次官だと考えられる。その後、

平安時代になると木工職は独立した職となって、「番匠

（ばんしょう）」という職名になった。「番匠（ばんしょう）」の

語源は上番する、つまり一定期間、国の造営（東大寺の

造営など）に携わるようになり、上番の番をとって「番匠（ば

んしょう）」となった。さらに室町時代になると「木工（こだく

み）」や「番匠（ばんしょう）」をやっと「大工（だいく）」と呼ぶ

ようになった。また、並行して建築技術が急速に進歩し、

大きさやデザインを決める基準が出来てきた。ある一部分

を基準に比較法の「木割術（きわりじゅつ）」が確立され、

それとともに三次元空間の図形法として「規矩術（きくじゅ

つ）」が確立されました。「規矩術（きくじゅつ）」はとても高

度な技と知恵が必要であり、必然的に専門の寺社大工と

して「宮大工」、そこまで要求されない家大工として「屋大

工」。また、水に特化した船大工・桶大工、木車輪を作る

車大工など専門大工に部門化しました。「屋大工」でも隅

木（すみぎ）などがはいると簡単な「規矩術（きくじゅつ）」

が必要になり、最低限の技術は必要だが、最近の主流は

「プレカット」というすべて出来上がったものを組み立てる、

まるでプラモデルを作るような工事になっており、その

方々を一緒の大工と呼んでもいいのか疑問に思ってい

る。また、「木割術（きわりじゅつ）」はデザインの基になるも

ので、この形はどこの流派の建物なのか分かるようにな

る。流派は大きく二つに分かれていて、四天王寺建立に

あたり伝わった四天王寺流で日本独自に進化した和様式 

と鎌倉時代に禅宗とともに入ってきた建仁寺流で唐様の

流派。さらに江戸時代になると、幕府お抱え大工のトップ

として大棟梁として甲良、平内、鶴、片山の４家が選ば

れ、家職として代々世襲されました。建仁寺流の甲良は、

甲良町法養寺の甲良豊後守宗広で秀吉、家康に仕え、

日光東照宮を最後に建立した有名人です。また、四天王

寺流の平内の大隅流では竹中工務店が子孫として残っ

ています。最後に、平内秘伝書「匠明」５巻について説明

され、卓話を締めくくりました。 

 

ニコニコ箱 

（本日計 54,000円・累計 980,000円） 

２０２２年最終の例会となりました。半年間ありがとうござい 

  ました。どうぞ良いお年をお迎え下さい…細江君 

“億の細道 年末ジャンボに 夢託す”…正村君 

２０２２年の最終の例会となりました。皆さんの出席ありがと   

  うございます。２０２３年新年からの例会もよろしくお願 

  いします…小田柿君 

今日は卓話の機会を頂きありがとうございます…鈴木君 

今年も一年ありがとうございました…松田君 

一年間お世話になりました…中川君 

今年もお世話になりました。来年もよろしくお願いします 

  …大森君、澤田君 

今年一年に感謝…北村君 

今年一年間に感謝…清水君 

本年も残り少なくなりましたが来年も良い年でありますよう 

  に…田部君 

今年最後の例会よろしくお願いします…本庄君 

今年度最終例会一年間お世話になりました。来年もよろし 

  く。ＳＡＡのお許しをいただいて…杉本君 

今年も最後の例会お世話になりました。来年もよろしくお 

  願いします…安居（継）君 

今年も一年間恙なく送ることができありがとうございました 

  来年もよろしくお願いします…後藤君   

今年もお世話になりました…今村君 

本年もお世話になりありがとうございました。来年もよろし 

  くお願いいたします。皆様よいお年をお迎え下さい 

  …伊藤君 

誕生日を祝っていただいて…青木君 

妻の誕生日を祝っていただいて…西村君 

入会記念日を祝って頂いて有難うございます。これからも 

  ロータリー活動に励みます。よろしくお願いします 

  …嶋津君  

入会して早１０年となりました。まだまだ勉強に努めます 

  …上田君  

入会記念日を祝っていただいて…菅谷君 

会報・広報雑誌委員会  ／  那須賢司  浅山禎信  上西信昭  川口昌弘 

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１３日(金) 長浜東ＲＣ 「四つのテストの真実」       

１月１６日(月) 長   浜ＲＣ 「新年例会」      

１月１６日(月) 五 ・ 能ＲＣ 「未定」       

１月１７日(火) 彦根南ＲＣ 「滋賀県立大学  

     多賀木匠熟の取組」               

 会員数 当日出席 ﾒｰｷｬｯﾌﾟ 出席率（％) 

１２月２２日 ５０（１０）  ２９（５） ０ ６４．４４ 

１２月 ８日 ５０（１０）  ２５（３） ０  


