
  

 
 

 

    

 

 

 

  

 
 

      

       
 

 
 

       
 

  

 

 

 

 

     

 

 

 
 
 
 
配布物   週報若き日の私総集編 
幹事報告  なし 
委員会報告 社会奉仕委員会 6月 28日琵琶湖の日 
 親睦委員会 8月 4日家族会のご案内 
 ＩＡＣ委員会 6/14会長幹事会報告 

１年間ありがとうございました 
会長  尾賀 康裕 

会長テーマに「忠恕」をかか

げ、真心と思いやりを原点に

した奉仕活動を通じて、友愛

と親睦に満ちた心のオアシ

スとなれるようなクラブ運

営をめざしました。結果的に

は私が一番クラブ活動を通

じて心のオアシスを享受さ

せていただいたのではないかと思います。 
 親睦委員会には家族会や富士宮との交換会などを早

くから企画され濃い内容で私たち会員を楽しませてい

ただきました。 
 公共イメージ会報雑誌委員会ではスポーツ新聞張り

の表紙で例会のテーマが明確に示されました。 
 プログラム委員会は財政難のクラブの懐具合を考慮

いただき例年よりも少ない例会日数のなかで質の高い

スケジュールを迅速に組んでいただきました。 
 ほかに会員増強、管理運営の各委員会もそつなくし

っかりとクラブの活性化をすすめていただきました。 
 奉仕プロジェクトの各委員会は鈴木副会長のもと各

委員会が工夫をらした素晴らしい事業をそれぞれが推

進されました。社会奉仕委員会は環境保全をテーマに

来年度につながる活動を展開されました。職業奉仕委

員会は日ごろあまり知らない会員の真の職業人として

の生きざまを見せていただきました。青少年奉仕委員

会はダンスをロングランでインパクトをあたえていた

だきました。国際奉仕委員会は国際交流わいわいフェ

スタでポリオ撲滅をアピールしていただきました。 
ＧＧ委員会では４年越しの思いが今年ようやく結実

し、実に立派な贈呈式をモンゴルで挙行していただき

ました。いまでも感動で涙腺がゆるみます。インター

アクト委員会は「継続は力なり」の言葉通り自立した

インターアクトクラブに育てられました。 
辻幹事は実に見事に全体をリードしていただきました。

会場監督の赤井ＳＡＡ。例会のスムーズな運営に腐心

していただきました。心から感謝いたします。みなさ

んありがとうございました。 
 

副会長 鈴木 賢司 
 尾賀会長の掲げた「忠恕」という
テーマどおり、まごころと思いやり
に満ち溢れた１年になりました。ま
た、すばらしい奉仕事業もたくさん
行えました。本当にありがとうござ
いました。 
 

 
幹事 辻 雄一 

今まで知らなかったロータリ

ークラブのいろいろなことを吸

収できることができました。この

一年間いい経験させて頂きあり

がとうございました。 

近江八幡ロータリークラブ 

会長テーマ 

第 2955回（No.1）2019.7.3 発行 
 

わがまち自慢 

近江八幡市の観
光地のひとつ、八
幡堀。 
このお堀は 1585
年(天正 13 年)豊
臣秀次によって
築城された八幡
山城のお堀です。 
梅雨に入り、雨や
湿気が鬱陶しい
季節ではありま
すがそこかしこ
紫陽花が咲き誇
り、八幡堀りを美
しく彩ります。 
 

今日のプログラム 
開会点鐘 
国歌「君が代」斉唱 
ロータリーソング 
「奉仕の理想」斉唱 
ご来客の紹介 
新会員入会式 
食事歓談 
会員のお祝い 
幹事報告 
委員会報告 
プログラム 
 新任挨拶（会長・副会

長・幹事・ＳＡＡ） 
出席報告 
ＳＡＡ報告 
「四つのテスト」斉唱 
閉会点鐘 

前 回 最 終 夜 間 例 会 報 告 6/26 
 

地区スローガン 

2019-2020 

国際ロータリー会長 

Mark Daniel Maloney 

第 2650 地区ガバナー 

佐竹力總 

第 62代会長 長谷川 卓 

    幹事 田原 賢  



ニコニコ目標達成できました😊😊 😊😊 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会場監督（ＳＡＡ）赤井紀之 

いろいろご迷惑をおかけしましたが、私自身は勉

強・成長させていただいた１年間でした。ロータリー

を理解するにはとても良いポジションだと思いました。  

結婚記念日の砂時計はしっかりと歯磨きしてもらう

ために選ばせていただきました。奥様誕生日のお菓子、

立木先生からあのお菓子良かったわ。君のセンス？“と

お誉めいただいたのですが、実は筑摩さんのセンスで

した。 

懇親会でダンスのプロモーション DVD 視聴 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

新年度初仕事 6/28 琵琶湖清掃（丹羽さんもいましたが） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 月 17 日 北海道ロータリーＥクラブ  遠藤 良則 
6 月 13 日 ワールド大阪ＲＥクラブ   永井 智宏 
6 月 16 日 北ノ庄沢清掃清掃      尾賀 康裕 
5 月 31 日 守山ロータリークラブ    岡田 三正 
6 月 9 日  緑の少年団駅前花壇植え替え  辻 篤司 
6 月 14 日 守山ロータリークラブ    塚本 毅 

 
 
尾賀康裕 1 年間お世話になりました。楽しい１年間で
した。この先もややこしいことで皆様にご面倒おかけす
ることになりますがよろしくお願いします（多額×３） 

辻 雄一 １年間ありがとうございました。こんな幹事
を支えて頂きありがとうございました。（多額×３） 

赤井紀之、際田剛志 皆様 1 年間お世話になりありがと
うございました。（多額×２×２名） 

岳 尋幸 会長以下役員の皆様ご苦労様でした。沢山の
お見舞金いただき厚く御礼申し上げます。（多額） 

中村四郎兵衞 富士宮ＲＣとの合同ゴルフコンペに参加
の皆様ありがとうございます。例会運営にご努力いただ
いた赤井さんに感謝(多額) 

岡村遍導、中島弘雅、鈴木賢司 尾賀会長、辻幹事、役
員理事の皆様、大変お疲れ様でした。（多額） 

田原 賢 １年間青少年奉仕委員会の活動に皆様のご協
力ありがとうございました。（多額） 

永井智宏 皆様１年間お世話になりました。（多額） 
立木健、田中 勝、丹羽 茂、田原 賢、蔵立郁夫、田
畑昌人（takusan ﾆｺﾆｺ×6人） 尾賀会長はじめ役員理
事の皆様 1年間本当にお疲れ様でした。 

中田全一、藤井弘実、際田博巳（少し多め×３人） 
 尾賀会長、辻幹事、皆様１年間お疲れ様でした。 
廣内太嘉男、松村 務、岡田三正、髙田 恬、長谷川卓 
宮尾英昭、村田良平、中西祥文 尾賀会長はじめ役員委

理事の皆様一年間お疲れ様でした。 
武内健斗  年度途中から入会させていただきありがとう

ございました！ 
永井智宏  辻篤委員長 1 年間お世話になりました。色々

なイベント楽しかったです。 
永井智宏  藤井委員長１年間お世話になりました。写真

撮影少しは上手になりましたか？ 
髙木信彦  １年間増強にご協力頂きありがとうございま

した。次年度もよろしく。 
髙木信彦  ちょっといいことがありました。 
遠藤良則  本日の辞令で転勤することになりました。 

本当に良い勉強をさせていただきました。 
坪田好平  無事退院しました。 
田中 勝  田原委員長ダンス「ロータリーの友 5 月号」

に掲載されたこと良かったですね。 
中西祥文  次年度の話になりますが…8月4日の家族会皆

様参加お待ちしております。 
宮尾英昭  誕生日を祝っていただいて。 
鈴木賢司  入会記念日を祝っていただいて。 
長谷川卓、坪田好平 妻の誕生日を祝っていただいて。 

本日のニコニコ 245,000 円 累計 2,432,000 円 

 

 

 

7/3 例会 7/10 例会 7/17 例会 7/24 例会 

新任あいさつ 

会長・副会長 

幹事・SAA 

年次計画発表 

奉仕プロジェクト 

五大奉仕委員会 

休会 

祝日を含む週の休会 

年次計画発表 

クラブ各委員会 

 

会長(役・理) 長谷川 卓 会計(役・理) 鈴木 賢司 職業奉仕(理) 永井 智宏 情報・研修(理) 中野 勝次 

直前会長(役・理) 尾賀 康裕 会場監督(役・理) 丹羽 茂 社会奉仕(理) 中島 弘雅 副幹事(書記) 岡村 遍導 

会長ｴﾚｸﾄ(役・理) 辻  雄一 会員増強(理) 際田 博巳 国際奉仕(理) 赤井 紀之 副ＳＡＡ 村田宗一郎 

副会長(役・理) 藤井 弘実 公共イメージ(理) 松村 務 青少年奉仕(理) 際田 剛志   

幹事(役・理) 田原   賢 管理運営(理) 徳永 久志 財団・米山(理) 田中 勝 役：役員、 理：理事 
 

メークアップ報告 （6/12分） 

出 席 報 告  （６月出席率 95.18％） 
例会日 会員数 当日出席者 メークアップ 出席率％ 

6/26 43 35 0 97.30％ 

6/12 43 35 6 94.59％ 

 

ニコニコ箱 （6/26分） 敬称略 
  
  
  

 
  

  

例 会 毎週水曜 12：30～13：30 
会 場 ホテルニューオウミ 2 階 
事務局 近江八幡市鷹飼町 148 1 

ホテルニューオウミ 9階 
TEL0748-34-8345 FAX0748-34-8346 
eMail omhachi33rc@gold.ocn.ne.jp 



  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
配布物   週報 ロータリーの友  
幹事報告  本日定例理事会開催 
委員会報告 社会奉仕委員会 6/8琵琶湖の日 
 親睦委員会 8/4家族会のご案内 

手に手を 就任あいさつ 
会長 長谷川 卓 

 

 私がロータリーで最
初に衝撃的で印象に残
ったのは、輪になり手を
つなぎ歌を歌ったこと
です。照れくさかったの
ですが、時が経つにつれ、
この歌が私の頭の中で
流れ、後ろから後押しし

てくれました。手に手をつなぐことがロータリー
の本質に思えてくるのです。一人では不可能なこ
とも、人と手を取ることで可能になります。手を
取ることで団結もできます。世界平和も夢ではあ
りません。クラブ、地区、世界のロータリアンと
つながり、世界で良いことをし、国籍、人種、年
齢、性別、宗教、政治を超えた人たちとの繋がり
の実現、争いのない世界の創造を望み、１年間活
動して行きたいと思っています。 
今年度計画の作成につきましては、田原幹事に

3 つのお願いを伝えました。 
１つ目は、クラブの活性化を図るため、各委員

会に全ての皆さんに参画して頂きます。各委員長
様におかれましては、委員会を開催し意見の交換
を通し、事業を展開して頂きたいと思います。 
２つ目は、戦略計画立案チームの発足です。将

来ビジョンを明確にし、更に魅力のあるクラブを
創造して行きたいと思います。検討事項は、クラ
ブのミッション、会員増強の数的目標、予算案、
各奉仕事業の方向性、クラブ活性化および魅力向
上のためのクラブ運営、それらを地域に伝える広
報の在り方などです。皆様のご意見を聞きながら
進めて行きます。 
３つ目は、昨年度モンゴルにおけるグローバル

補助金事業が無事終了しましたが、今年度も新た
にグローバル補助金事業に挑戦し、世界で良いこ
とをしたいと考えております。 
緊張と不安でいっぱいですが、楽しい１年間に

したいと思います。よろしくお願いします。 
 

幹事 田原 賢 
 

幹事の仕事は、会長の思
いをクラブメンバー全員
の協力を得て具現化する
のが務めだと認識してい
ます。「手に手を」取り合
い、お互い協力し、我々ロ
ータリアンの「手に手を」
差し伸べ、世の中に貢献し
ましょう。１年間皆様のご
協力よろしくお願いいた
します。 

 

わがまち自慢 

近江八幡の水
郷は琵琶湖国定
公園第 2 種特別
地域であり、平
成 18 年に文化
的景観選定制度
適用第 1 号とし
て国の選定を受
けました。現在、
公有水面・葦
地・集落・農地・
里山を含む約
354 ヘクタール
が選定地域とな
っています。 

今日のプログラム 
開会点鐘 
ロータリーソング斉唱 
「輝け我らのロータリー」 
ご来客の紹介 
新会員入会式 
食事歓談 
会員のお祝い 
幹事報告 
委員会報告 
プログラム 
 年次計画発表 
  奉仕プロジェクト他 
出席報告 
ＳＡＡ報告 
「四つのテスト」斉唱 
閉会点鐘 

前 回 例 会 報 告 7/3 
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会長テーマ 
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佐竹 力總 

第 62代会長 長谷川 卓 

   幹事 田 原  賢
  

 



メークアップ報告(6/19) 

例 会 毎週水曜 12：30～13：30 
会 場 ホテルニューオウミ 2 階 
事務局 近江八幡市鷹飼町 148 1 

ホテルニューオウミ 9階 
TEL0748-34-8345 FAX0748-34-8346 
eMail omhachi33rc@gold.ocn.ne.jp 

副会長・奉仕プロジェクト委員長 藤井弘実 
今年度の奉仕プロジェクト

は全員が兼務の体制をつくっ
ています。これは全員参画の
意識のもと、一人では不可能
な事業も全員が手を取り合っ
て可能なものにしていくとい
う強いメッセージです。 
委員長としてその流れを確立
していく１年にしたいと思っ

ております。 
今年度の事業として、グローバルな活動のなか

に青少年育成要素も含んでいくという、まさに各
委員会の横断的な活動を予定しています。皆様の
絶大なるご協力をお願いします。 
 

会場監督 SAA 丹羽 茂 
 
以下のルー

ルで１年間よ
ろしくお願い
します。 
・欠席の事前
連絡を必ずし
てください。 
・携帯電話のマナーモード、会場内で通話しない 
・ニコニコ目標 250 万円。ご協力をお願いします 
・食事の時の挨拶をしましょう。 
・来賓・スピーチの時の謝辞を忘れずに 
・会員誕生日のときは、ケーキを用意します。 
・ニコニコのチェック（4 ヶ月ごと） 
・会員お祝いの歌（誰かにマイクを） 
・食事の時間に、会員のお祝いをする時があると

思いますがお許しください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
長谷川卓 １年間よろしくお願いします（多額） 
田原 賢 １年間頑張ります！！皆様のご協力お願 
 いします（多額） 
尾賀康裕  本日は欠席すみません。新役員の皆様のご 
 活躍を心より祈念いたします！（多額） 
辻 雄一 長谷川会長、田原幹事、役員の皆様１年間 
 よろしくお願いします（多額） 
丹羽茂、村田宗一郎 これから１年間よろしくお願い 
 します（多額×２） 
田中 勝  長谷川会長田原幹事皆様１年間よろしく 
 お願いします（takusan ﾆｺﾆｺ） 
 

中田全一、中島弘雅、蔵立郁夫、永井智宏、赤井紀之、
藤井弘実 長谷川会長田原幹事役員の皆様どうぞよろ 
 しくお願いします（オオメ） 
坪田好平、髙田恬、宮尾英昭、鈴木賢司、小西眞、村
田良平、岡田三正  
  長谷川年度の出航を祝して 
秋村 昂 歴史・伝統あるロータリークラブに入会さ 
 せていただきました。これからもよろしく 
 お願いいたします（takusan ﾆｺﾆｺ） 
田畑昌人 秋村君、大嶋支店長の入会おめでとうござ 

います共に長谷川年度楽しみましょう(多額） 
長谷川卓 田原賢、立木健、蔵立郁夫、鈴木賢司、  
中野勝次、赤井紀之、辻雄一、田中勝、中村四郎兵衞、
宮尾英昭、藤井弘実、際田剛志、廣内太嘉男 
 秋村君の入会を祝して 
中西祥文、髙木信彦、立木健、岡村遍導、武内健斗 

秋村君の入会を祝して。長谷川会長ガンバレよ！ 
田中 勝 例会理事会欠席すみません（takusan ﾆｺﾆｺ） 
髙木信彦 今年度もピアノ共々よろしくお願いします 
永井智宏 職業奉仕委員会よろしくお願いします 
中村四郎兵衞 定款細則改定年度です。ご協力よろし 
 くお願いします 
松村 務 今年 1年楽しみましょう 
中島弘雅 びわ湖清掃参加の皆様お疲れ様でした 
鈴木賢司 ケーキで祝っていただき感激！！ 
中村四郎兵衞 富士宮ＲＣとの合同コンペ参加の皆様 
 お疲れ様でした 
丹羽茂、辻篤司、田畑昌人、廣内太嘉男 富士宮ＲＣゴ

ルフコンペご参加の皆様お疲れ様でした 
田原 賢  丸 10年これからもよろしくお願いします 
垣内健太 入会 3年目。今後もよろしく 
中島弘雅、赤井紀之、際田剛志、長谷川卓、宮尾英昭 
  入会記念日を祝っていただいて 
本日のニコニコ 174,000円 累計 174,000円 

 
 
 
 
 
 
 
6月 2日 ワールド大阪ＲＥクラブ  垣内 健太 
6月 25日 ワールド大阪ＲＥクラブ    廣内 和也 
6月 28日 びわ湖の日清掃活動    永井 智宏 
6月 14日 守山ロータリークラブ   辻 雄一 
6月 19日 地区ＩＡＣ委員会 丹羽 茂 
6月 16日 ＲＣＣ北ノ庄沢清掃活動   武内 健斗 

7/10 例会 7/17 例会 7/24 例会 7/31 例会 

次計画発表 

奉仕プロジェクト 

五大奉仕委員会 

休会 

祝日を含む週の休会 

年次計画発表 

クラブ各委員会 

休会 

定款第８条第１節 

 

中田選の万葉歌集が毎週掲
載されます。毎週楽しみに
出席しましょう。 

 

秋村昂です  

よろしくお願い 

いたします 

 

  
  
  

 
  

  

ニコニコ箱 （7/3分） 敬称略 

出 席 報 告  （６月出席率 98.65％） 
例会日 会員数 当日出席者 メークアップ 出席率％ 

7/3 43 38 1 97.44％ 

6/19 43 36 6 100.0％ 

 



  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
配布物   週報・ＩＭ案内・地区大会記念誌 

幹事報告  理事会報告 

社会奉仕「近江八幡の水郷の清掃活動」ＭＵ扱い・

近江八幡Ｒ奨学会評議員選任の件・IAC 運営委員会

事業計画予算・滋賀銀行支店長交代に伴う入退会・

10 月 23 日に職業奉仕委員会のクラブフォーラムと

職場訪問（大原薬品工業、薬学習館）以上承認 

 
 

 秋村君、小川君、

ロータリーへようこ

そ。地域社会をより

良くしたいと願う仲

間たちの世界的ネッ

トワークでスキルと

アイディアを発揮し

てください。充実し

たロータリーライフを一緒に過ごしましょう。 

  ロータリーの哲学を端的に表現しているものに「四

つのテスト」があります。RI会長を務めたハーバート

J．テーラーが、1932 年の世界大恐慌のとき、クラブ

アルミニウム製品株式会社を破産の危機から救ってほ

しいと要請されました。低迷している会社を再生させ

るには、全従業員が使える倫理上の尺度として作られ

たのが「四つのテスト」です。その結果、信頼と好意

の雰囲気が、取引先や顧客や従業員の中に育まれ、会

社の業績が次第に好転していきました。 

 私たちロータリアンが、より良いクラブ運営や事業

展開について、意見の食い違いなどが起きた時にこそ、

この「四つのテスト」が本来の力を発揮できるのでは

ないでしょうか。 

 
 
 

社会奉仕委員会 中島委員長 
  

継続事業として市環境美化

推進協議会、市緑化推進委員会

のメンバーとして美化活動や

街頭啓発活動を行います。 

 また、RCC「北之庄沢を守る

会」と清掃奉仕活動をし、美し

い水郷や琵琶湖の景観保全の

活動を続けます。 
 新たな事業として、水郷地帯の景観保全を目的に、

屋形船で水郷地帯や長命寺川のゴミ拾いを行います。

皆様のご協力お願いします。 
 

青少年奉仕委員会 際田剛委員長 
  

2020 年に東京オリンピッ、2024
年に滋賀国体が控える中、将来のス

ポーツ選手や社会で活躍する人材の

きっかけづくりになればと 11月 9日

に「地域スポーツ体験教室 in サンビ

レッジ近江八幡」を計画します。 

 体験種目は、卓球・バトミントン・

合気道・ソフトテニス・柔道・弓道・

空手・日本拳法・パドルテニス・太極拳・バスケット

などです。 
 小学生に多くのスポーツを体験する機会を与え、自

身の知らない事に興味を持ってもらい、強い心と身体

を磨き、社会に役に立つ人になってもらえるような働

きかけをしていきます。 

近江八幡ロータリークラブ 

会長テーマ 

第 2957回 No.3 
2019.7.24  発行 

わがまち自慢 

浅小井の祇園祭 
 7月 21日６基の
曳山が勢揃い。江
戸時代から続く
ローカルな祭で、
上部には干支な
どのダシが飾ら
れる。 
 30 人の子供達
のお囃子と餅ま
きで、周りの 500
人は梅雨の晴れ
間を楽しみまし
た。 

今日のプログラム 
開会点鐘 
ロータリーソング斉唱 
「輝け我らのロータリー」 
ご来客の紹介 
新会員入会式 
食事歓談 
会員のお祝い 
幹事報告 
委員会報告 
プログラム 
各委員会年次計画発表 
Ｒ奨学会・ＩＡ運営 
出席報告 
ＳＡＡ報告 
「四つのテスト」斉唱 
閉会点鐘 

前回例会報告 7/10 
 

地区スローガン 

2019-2020 

国際ロータリー会長 

Mark Daniel Maloney 

第 2650 地区ガバナー 

佐竹力總 

第 62代会長 長谷川 卓 

   幹事 田 原  賢
  

会長の時間  四つのテスト 
 

 

事業計画 

小川です  
よろしくお願いします 



国際奉仕委員会 赤井委員長 
 アメリカミシガン州のグラン

ドラピッズ市とグランドラピッ

ズ RC は、それぞれ、近江八幡市、

当クラブと１９８６年以来姉妹

提携しています。同じ「湖を持つ

地方都市」という縁のある町です。 
 グランドラピッズの子ども達

と「近江八幡子ども観光大使」の

交流事業を企画します。びわ湖をキーワードとした体

験事業をもとに、ビデオレターなどの媒体を用い、英

語を通して地元の良さを紹介してもらいます。その成

果発表の場として子ども観光大使認定式で、子ども達

に英語でのプレゼンを計画します。 
 

インターアクト委員会 丹羽委員長 

 2016 年 1 月に創立したヴォーリ

ズ学園 IAC を、提唱者である近江

八幡RCとびわ湖八幡RC両クラブ

は、インターアクターの活動に役

立つよう指導と援助をしています。

アクター達は、これまで（はちの

子委員会）・（三校交流委員会）・（ボ

ランティア委員会）などの委員会

を立ち上げ活動しています。来年の秋にインターアク

ト地区大会の当番がきます。アクター達が素晴らしい

大会をするよう、両クラブが見守り応援していきます。 
 

職業奉仕委員会 永井委員長 

  滋賀県は飛鳥の時代より、地場

産業として製薬業が脈々と受け継

がれてまいりました。長きに渡り地

域が「手に手を」とって根付き繁栄

してきた産業・職業を知ることが、

我々のめざす本質の職業奉仕が見

えてくるのではないかと考えます。

そこで甲賀を訪れ、滋賀のくすりの

歴史を学び、製薬をされている企業を訪問し、学びを

深めていきたいと考えます。 
 また、ロータリーの根幹でもある「奉仕の理念」に

ついての会員の皆様それぞれの想いを共有していけれ

ばと考えています。 
 
 
ご来客 びわ湖八幡ＲＣ 安川正樹様 

今年度も宜しくお付き合い下さいますように(多額) 

ご来客 びわ湖八幡ＲＣ 荒川雅男様 
長谷川会長、田原幹事、先日はありがとうございま

した。安川年度よろしくお願いいたします。(多額) 

びわ湖八幡ＲＣ 安川正樹様 

会長、幹事、丹羽様、田中様昨日のヴォーリズ学園

訪問に際してお世話になりました。 

尾賀康裕 栄えあるパスト会長バッチをいただきあり

がとうございます。絶対失くさないようにし

ます！（多額×２） 

辻 雄一 パスト幹事バッチを頂いて！（多額×２） 

長谷川卓 会長バッチをいただいて（多額） 

田原 賢 幹事バッチを頂いて このバッチに恥じな

いように頑張ります💛💛（多額） 

中島弘雅 社会奉仕委員会の皆様、会員の皆様１年間

よろしくお願いします。 

赤井紀之 国際奉仕委員会事業、皆様のご協力賜りま

すようよろしくお願いいたします。 

際田剛志 今年度青少年奉仕事業、皆様のご理解とご

協力よろしくお願いいたします。 

際田剛志 蔵立さん感謝いたします！ 

中西祥文、廣内和也、岡村遍導、秋村昂、田畑昌人、

武内健斗、髙田恬、辻篤司、廣内太嘉男、辻雄一、 

坪田好平、鈴木賢司、中野勝次、際田剛志、田原賢、

長谷川卓、赤井紀之、上田勲  

小川君の入会を祝して、今後ともよろしく。 

川端五兵衞、松村務、田中勝、丹羽茂、村田宗一郎 

岡田三正 、際田博巳  秋村君、小川君の入会を祝し

て。一緒に頑張りましょう！ 

上田 勲 長谷川年度のスタートを祝って。 

田畑昌人 この前の日曜日に中１の娘と２人きりで大

阪デートしてきました。💛💛 

小西 眞 早退お許しください。 

小川与志和 入会記念を祝っていただいて。指導よろ

しくお願いいたします。 

塚本 毅、上田 勲、田中 勝、蔵立郁夫、村田宗一郎、

秋村 昂 入会記念日を祝って頂いて。 

秋村 昂 誕生日を祝っていただいて。 

尾賀康裕 15年目の入会記念日祝っていただいて。 

上田 勲 誕生日・結婚記念日をお祝いいただき。 

永井智宏 結婚記念日を祝っていただいて。 
 

本日のニコニコ 155,000 円 累計 329,000 円 
 

 

 

 

 

 

7/24 例会 7/31 例会 8/7 例会 8/14 例会 

年次計画発表 

クラブ各委員会 

IAC 運営委員会 

休会 

定款第８条 

第１節 c 

奨学生スピーチ 

出席表彰 

会計報告 

休会（お盆休会） 

定款第８条 

第１節 c 

ニコニコ箱 （7/10分） 敬称略 

出 席 報 告  （６月出席率 98.65％） 
例会日 会員数 当日出席者 メークアップ 出席率％ 

7/10 44 38 0 95.00％ 

6/27 42 37 0 100.0％ 

 例 会 毎週水曜 12：30～13：30 
会 場 ホテルニューオウミ 2 階 
事務局 近江八幡市鷹飼町 148 1 

ホテルニューオウミ 9階 
TEL0748-34-8345 FAX0748-34-8346 
eMail omhachi33rc@gold.ocn.ne.jp 

会長(役・理) 長谷川 卓 会計(役・理) 鈴木 賢司 職業奉仕(理) 永井 智宏 情報・研修(理) 中野 勝次 
直前会長(役・理) 尾賀 康裕 会場監督(役・理) 丹羽 茂 社会奉仕(理) 中島 弘雅 副幹事(書記) 岡村 遍導 
会長ｴﾚｸﾄ(役・理) 辻  雄一 会員増強(理) 際田 博巳 国際奉仕(理) 赤井 紀之 副ＳＡＡ 村田宗一郎 
副会長(役・理) 藤井 弘実 公共イメージ(理) 松村 務 青少年奉仕(理) 際田 剛志 役：役員、 理：理事 
幹事(役・理) 田原   賢 管理運営(理) 徳永 久志 財団・米山(理) 田中 勝  

 



近江八幡ロータリークラブ 

第 2958回 No.4 
2019.8.7  発行 

地区スローガン 

2019-2020 

国際ロータリー会長 

Mark Daniel Maloney 

第 2650 地区ガバナー 

佐竹力總 

第 62代会長 長谷川 卓 

   幹事 田 原  賢
  

わがまち自慢 

八幡山からの眺め。

織信長により開かれ

た安土と、豊臣秀次

が開いた八幡の街。

自由商業都市の思想

によって更に発展さ

せたのは近江商人。 

 さて、今の時代の近

江商人はどんな町を

描いていくのか。 

今日のプログラム 
開会点鐘 
国歌「君が代」斉唱 
ロータリーソング斉唱 
「奉仕の理想」 
ご来客の紹介 
食事歓談 
会員のお祝い 
幹事報告 
委員会報告 
プログラム 
Ｒ奨学会「夏期報告」 
出席表彰・会計報告 
出席報告 
ＳＡＡ報告 
「四つのテスト」斉唱 
閉会点鐘 

  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

配布物   週報 

幹事報告  次週 7/31 休会  

8/7 例会終了後 定例理事会開催 

      議案のある方は幹事迄 

      7/26事務局休み 

 

 
7月 11日から 8日間、アメリカを訪問しました。東

海岸のコネチカット州の高校に入学してから 40 年が

経ったのを記念し、同窓生が経営するホテルに招待し

てくれて、同窓会が開催されました。 

その後、シカゴのエバンストンにあるロータリー本

部を訪問し、グローバル補助金担当者と打ち合わせを

し、今後の事業展開について意見交換してきました。

写真はＲＩ会長の部屋です。その晩、以前私が勤めて

いたシスメックスの北米本部に行き、当時の仲間たち

と夕食を共にし、楽しい時間を持ちました。 

ＲＩ会長の椅子まであと少し 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

会員増強委員会 際田博巳委員長 

 安定したクラブ運営をするには 50

名を超える会員数が望ましいと思い

ます。皆様が必ず１人以上を例会に

招待して入会の機会を増やしていき

たいと考えます。そのため食事予算

も 45名分確保しました。無理矢理入

会を進めるのではなく、例会の雰囲

気と楽しさを体験していただきます。

会員皆様の全面的なご協力なくしては成立しません。

この一年間宜しくお願いします。 
 

親睦委員会 徳永久志委員長 
『手に手を』の精神で会員および会員

家族の友情と連帯、絆が深まる委員会

活動を展開していきます。 

 例会の受付は開始 50分前に準備。30

分前には委員会全員でお迎えします。 

・8/4家族旅行・9/11お月見夜間例会 

・10/9 ガバナー公式訪問・1/8 新年夜間例会 ・2 月

合 同 例

会・5月富

士宮 RCと

交歓会で

す。 

 み な さ

んご協力

お願いし

ます。 

 

会長テーマ 

会長の時間 シカゴ訪問記 
 
 

事 業 計 画 前回例会報告 7/24 
 

8/4 鳴門のうず潮＆吹き 
戻し体験ツアー楽しかったネ 



公共イメージ委員会  松村務委員長 
 週報は A4 版 2 ページに収まるよう努力し、読みや

すい週報を目指します。「わがまち

自慢」コーナーで近江八幡の良さを

PR していきます。 
 マスメディアに情報提供、週報の

ホームページ掲載で広く市民に活

動を紹介することで、事業に関心を

持ってもらい会員拡大にもつなげ

ていきます。 
 

プログラム委員会   髙木信彦委員長 

会員スピーチを出来るだけ多く

してもらえるようにプログラムを

組みました。ご協力よろしくお願

いします。 

 上期と下期にゲストスピーチを

1 回ずつ予定しております。ご希

望があればどうぞ。 

 

出席委員会 中田全一委員長 
1.例会出席率 100％をめざします。 
2.例会に出席出来ないときは必ず

メークアップをする様に進めます。 
3.ロータリークラブの行う各行事

などに積極的に参加します。（地区

大会・家族会・ＩＭ・富士宮ＲＣ交

歓会・清州ＲＣなど） 
 

規定審議記録保存委員会 
 中村四郎兵衞委員長 

 本年度ＲＩで定款・細則の審議が

されています。当クラブの定款・細

則と比較検討し必要があれば変更し

ます。クラブの行事や委員会の活動

状況を出来るだけ忠実に記録・保存

し次代に引き継いでいきます。 

 
ロータリー財団委員会  

田中勝委員長 

本年度も例年のように下記の通り目

標を定めました 

人道的プロジェクト・財団奨学生・ 

 

年次基金寄付年間１人 180 ドル・ポリオプラス基金寄

付年間１人 2,000円・恒久基金寄付（ベネファクター）

1,000 ドル（目標２人）ポールハリスフェロー（ＰＨ

Ｆ）達成者の増員累計 1,000 ドル財団への寄付金は税

制上の優遇処置を受けることができます。 
 

米山奨学会委員会 立木健委員長 
 本年度は、米山奨学生をクラブと

してお世話することが叶わなかった

ので、米山月間を中心に今後の事業

展開の有り方について「シャベリ場」

を催せたらと考えております。 

  10 月に米山関係プログラムを企画

します。 
 

 
 
 

ご来客 湖南ＲＣ 甲斐切稔様（ガバナー補佐）本日

はお世話になります 本年度もよろしくお願いします 

丹羽 茂 村田宗一郎 宮尾英昭 立木 健  甲斐

切様ようこそ近江八幡ＲＣへ 

武内健斗 赤井紀之 際田剛志 徳永久志 中西祥文 

小川与志和 廣内和也 坪田好平 松村務 岡田三正 

髙木信彦 長谷川卓 田原賢 髙田恬 塚本毅 田畑

昌人 秋村昂 廣内太嘉男 尾賀康裕 立木健  大嶋

君の入会を祝して これからよろしくお願いします 

際田博巳 あなたが主役です 一年間よろしくお願い

致します 増強委員会より 

田中勝 近江八幡ロータリー奨学会、ヴォーリズイン

ターアクト運営委員会の事業計画を発表させていただ

いて感謝！ 

赤井紀之 田中様 本日このあとお世話になります 

よろしくお願いします 

宮尾英昭 長谷川会長 お土産ありがとう 

村田宗一郎 昨日トリプル役満あがりました 

廣内太嘉男 早退お許しください 

田原賢 ケーキワンホールいただきま～す♪ 
立木健 誕生日祝っていただいて 

塚本毅 結婚記念日を祝っていただいて 

 

本日のニコニコ 44,000円 累計 376,000円 

 
 

 
 

 

8/7 例会 8/14 例会 8/21 例会 8/28 例会 

奨学生スピーチ 

出席表彰 

会計報告 

休会（お盆休会） 

定款第８条 

第１節 c 

インターアクトクラブ 

夏期研修終了報告 

クラブフォーラム① 

青少年奉仕委員会 

際田剛志 

ニコニコ箱 （7/24 分） 敬称略 

出 席 報 告  （６月出席率 98.65％） 

例会日 会員数 当日出席者 メークアップ 出席率％ 

7/10 44 38 0 95.00％ 

6/27 42 37 0 100.0％ 

 

例 会 毎週水曜 12：30～13：30 
会 場 ホテルニューオウミ 2 階 
事務局 近江八幡市鷹飼町 148 1 

ホテルニューオウミ 9階 
TEL0748-34-8345 FAX0748-34-8346 
eMail omhachi33rc@gold.ocn.ne.jp 

ポリオの撲滅などへの活動資金とし

てご協力をよろしくお願いします。 



近江八幡ロータリークラブ 

第 2959回 No.5 
2019.8.21  発行 

地区スローガン 

2019-2020 

国際ロータリー会長 

Mark Daniel Maloney 

第 2650 地区ガバナー 

佐竹力總 

第 62代会長 長谷川 卓 

   幹事 田 原  賢
  

わがまち自慢 

夕日の西の湖 湖という
より、潮の香りこそしな
いが、海ではないかと錯
覚してしまう。西の湖で
は、葦が茂り、田舟も見
られた。まだ、開発の手
がつけられない唯一の場
所のようであった。赤み
を帯びた夕暮れの太陽
が、静かな湖面にキラキ
ラと一本の帯を作り出
し、子供たちが思い思い
の場所で、魚釣りに興じ
ていた。(出展 ふるさと四
季の詩 原田泰治の世界) 
 

今日のプログラム 
開会点鐘 
ロータリーソング斉唱 
「奉仕の理想」 
ご来客の紹介 
食事歓談 
会員のお祝い 
幹事報告 
委員会報告 
プログラム 
インターアクトクラブ 
海外研修報告 
青少年奉仕委員会 
クラブフォーラム 
ＳＡＡ報告 
「四つのテスト」斉唱 
閉会点鐘 

  
 
 
 
  
 

 

 
 
 

配布物   週報 第１回情報集会 ロータリーの友 

 ガバナー月信 第１回会費請求案内 

幹事報告  次週 8/14休会  本日定例理事会 

  概況報告書 委員会報告変更 21日迄 

委員会報告 青少年奉仕委員会 11/9（土）事業予定 

  親睦委員会 9/11（水）夜間お月見例会 

   

 

 
佐竹ガバナーのテーマ

は「伝統と革新 世界は

ひとつ」です。ガバナー

は当地区における伝統を

重んじるロータリーの在

り方と、国際ロータリー

の方向性との間にある隔

たりを感じながらも、変

化に適応する必要性を説

かれています。また、ロ

ータリーの基本理念は「奉仕と親睦（友情）」であり、

その根底を支えるのは「職業奉仕」と「例会出席」で

あると考えておられます。いつの時代も次世代を見据

え、準備を怠ることなく、激しい時代の流れに呑まれ

ることなく適応して、ロータリークラブを守り育てる

とおっしゃっております。  
 常々、時代のリーダーはよく「変化」という言葉を

使います。自分たちを取り巻く環境の今後を考え、時

代を生き残るために「変化」の必要性を訴え、その為 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の対応力を求めます。「安定」を求めるがために「変

化」への対応を求め、その都度人々は答えを求め議論

します。変えてはいけないもの、変えなければいけな

いもの。相対する価値観により、議論もヒートアップ

する事が度々あるのではないでしょうか？  
  本日開催される理事会の議題で「出席要件」につい

て議論頂く予定です。先般の規程審議会において国際

ロータリーは、出席要件について大幅な柔軟性を取り

入れることを可能としました。クラブは出席要件を緩

める、または出席要件をなくすことを奨励されていま

す。理由としましては、『厳しい規則や方針は、入会

促進や既存会員の参加促進の妨げとなることがロータ

リーの調査でわかっています。また、規則や方針が厳

しいと、キャリア初期にある若い社会人や幼い子ども

がいる人の入会が困難となります。例会への出席は「機

会」であり「義務」ではありません』とあります。現

時点では 2650 地区において、各クラブは出席報告を

毎月ガバナーに提出することが求められていますが、

国際ロータリーでは出席報告による情報収集は行って

いません。出席報告は当初、クラブの健全性を測る方

法として採用されていましたが、今後は他の方法で測

られ出席率は用いられないことになります。  
  佐竹ガバナーもご指摘されている通り、例会出席を

ロータリーの基本理念の根底と考えておられる方も多

い一方、出席の厳しさにより、ロータリーへの入会を

躊躇される方がおられるのも事実です。会員の中には

10年 20年 30年と皆出席を続けている方もおられ、そ

れを否定されることは納得がいかない事だと思いま

す。  

会長テーマ 

会長の時間  変化と安定 
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生活での目標を「生活の基盤をつくり勉強と部活を両

立する」と設定しました。一学期は概ねこの目標が達

成できたち思います。そこで二学期の目標は「自立の

精神をもちいろいろなことに挑戦する」にします。生

活にも慣れ、少し余裕が出てきた今、行動面でも「自

分から動ける人」になりたいと思います。また高校生

という期間は短いので、その間に興味のあることに挑

戦し視野を広げていきたいです。 

 今回はお招きいただきありがとうございます。これ

からも奨学生という自覚を誇りをもち責任感のある行

動をしていきたいです。 

 

八日市高校 1年 武澤 璃子 

 入学当初は、一学期は

やく終わって欲しいなぁ

と考えてばかりでした。

しかし、今では高校生活

を楽しめています。 

 特に生活が変わったな

と思うきっかけは学園祭

です。学園祭前まではい

つも同じ友達としか話していなかったけれど今では色

んな人と話せるようになりました。少しずつ高校生活

に慣れて、毎日が楽しいです。クラスの雰囲気も学園

祭を通して一気に良くなりました。また、勉強では中

学と違いすごく難しく、進むスピードも速く追いつく

のに必死でした。しかし周りの友達と教え合ったりし

ながら頑張れています。二年生では、理系へと進むこ

とを決めました。なので今まで以上に勉強に励まない

といけないなと思っています。そのためにもこの夏休

みはしっかりと今習った基礎をきちんと固めておかな

ければいけないなと思いました。そのうえ、部活動に

もしっかりと励みたいと思いました。 

 私は今、女子ハンドボール部のマネージャーとして

日々選手のみなさんの支えとなれるように頑張ってい

ます。けれど、三年生や二年生の先輩のように周りへ

の気配りやサポートがなかなか出来ずに迷惑を掛けて

ばかりです。三年生が引退した今では、今まで三年生

がいた分も補っていかないといけないので、今まで以

上に頑張りたいです。 

 このように頑張ろうと、頑張りたいと思えているの

は奨学金の支えがあるからだと思っています。これか

らも奨学金を大切に使っていきたいと思います。 
 
 
 
 

 

 

 

 

ご来客 地区青少年奉仕育成委員会委員長 石原久歳様 

いつも青少年奉仕事業にご理解いただきましてありが

とうございます 

長谷川卓、田原賢 山田さんこれから頑張って 

田中勝 奨学生の山田月菜さん夢に向かって頑張って

下さい 

鈴木賢司 奨学生山田さんようこそ（Ｒ奨学会へ） 

徳永久志 家族会参加の皆様ありがとうございました！ 

長谷川卓、田中勝、赤井紀之、藤井弘実、髙田恬、中

島弘雅、髙木信彦 徳永親睦委員長はじめ親睦委員会

の皆様お世話になりました ありがとうございました 

田原賢 鳴門渦潮吹き戻し体験ツアーご苦労様でした 

早速孫が渦潮吹き戻し絵日記書いてました♪ 

丹羽茂 長男寛汰がインターハイカヌーのカヤックフ

ォーに出場しました 予選通過、準決勝通過、決勝ま

でいけました！ 

際田剛志 家族会欠席すみません 当日県民大会があ

り柔道団体近江八幡優勝、個人では四段の部３位でした 

際田博巳 家族会参加できず申し訳ありません 当日

滋賀県民大会があり近江八幡優勝しました バンザイ 

赤井紀之 田中様先日は大変お世話になりありがとう

ございました 

永井智宏、長谷川卓、廣内太嘉男、宮尾英昭、赤井紀

之、田原賢、藤井弘実、岡村遍導 出席表彰頂いて（多

額） 

立木健、小西眞、田中勝、中田全一 出席表彰頂いて

（takusan ﾆｺﾆｺ） 

村田良平、鈴木賢司、坪田好平、髙木信彦、際田博巳、 

際田剛志、塚本毅、尾賀康裕、辻雄一、中西祥文、 

村田宗一郎、徳永久志、中村四郎兵衞、中島弘雅、丹

羽茂、辻篤司、松村務、岡田三正、垣内健太 出席表

彰頂いて 

小西眞 早退お許しください 

髙田恬 卒寿になりました  

蔵立郁夫、中田全一 誕生日を祝っていただいて 

秋村昂 奥様誕生日を祝っていただいて 

大嶋英寿 入会記念日を祝っていただいて 

本日のニコニコ 195,000円 累計 571,000円 

近江八幡ロータリー奨学会 1,000円 

 

 

8/21 例会 8/28 例会 9/4 例会 9/11 例会 

インターアクトクラブ 

夏期研修終了報告 

クラブフォーラム① 

青少年奉仕委員会 

際田剛志 

クラブフォーラム 

社会奉仕委員会 

中島弘雅 

夜間お月見例会 

例会 18 時 

懇親会 18時 30分 

ニコニコ箱 （8/7 分） 敬称略 

出 席 報 告  （７月出席率 97.50％） 

例会日 会員数 当日出席者 メークアップ 出席率％ 

8/7 45 39 0 97.50％ 

7/10 44 39 3 100.0％ 

 
例 会 毎週水曜 12：30～13：30 
会 場 ホテルニューオウミ 2 階 
事務局 近江八幡市鷹飼町 148 1 

ホテルニューオウミ 9階 
TEL0748-34-8345 FAX0748-34-8346 
eMail omhachi33rc@gold.ocn.ne.jp 















 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ご来客 西山美和子様 際田美佐子様 
配布物 週報、俳句、ダンスプロモーションＤＶＤ 

沖島イベント案内、ヴォーリズ学園バザーのお願い 
幹事報告  次週 9/18 休会 
理事会報告(1)プログラム日程変更 11/6財団スピーチ

と 11/13クラブフォーラムの入れ替え 
(2)職場訪問 10/23（水）大原薬品工業（株） 
 ・くすり学習館見学と説明・メーキャップ扱い 

 ・懇親会 坪清 会費 8,000円  
(3)沖島体験事業「近江八幡とグランドラピッズの子ど

も達の交流」事業開催・ドローンを飛ばしての観光
素材の映像撮影・グランドラピッズ RC へ事業開催
の連絡・インターアクトクラブにイベントに参加依
頼・メーキャップ扱い 

(4)2019-2020年度ＧＧ（グローバル補助金）委員会 
 フィリピン若年出産問題解決プロジェクトＧＧ申請

手続き・ＤＤＦ申請する 
(5)新入会員候補者 江南仁一郎氏  
(6)指名委員会選出 委員長：髙木信彦、委員：際田博巳 

丹羽茂 尾賀康裕 長谷川卓 オブザーバー：辻雄一 
委員会報告 国際奉仕 沖島体験イベント参加のお願い 
 
 
 
 ９／５の新入会員歓迎会に続き９／７のＩＭと、ご

参加の皆さんお疲れ様でした。ＩＭに先立ち会長会議

が開催され、県下 22 クラブがそれぞれの活動状況に

ついて発表しました。我がクラブとしてはウランバー

トルの事業の成功、新たにフィリピンで実施する事業

の紹介、地区補助金の活用によるグランドラッピツと

の交流事業など国際色豊かな発表をしました。 
９／８には名古屋でフィリピン 3780 地区と名古屋

2760 地区とのグローバル補助金検討会に、2650 地区

のグローバル補助金委員会として参加しました。2650
地区の未使用 DDF を使う手段としてグローバル補助

金事業を強烈に推進するためです。 
フィリピンサイドからは、外科手術用器具や移動式

ヘルスケア車両、献血車両の寄贈、血液バンクの設置、

デング熱の予防、母乳バンクの設置、子宮頸がんのワ

クチン投与、身障者への自立支援、養

蜂ユニットの寄贈、ソーラーパネルと

集雨装置の設置、つり橋の設置など彼

らが望む支援について聞かせて頂き

ました。内容を吟味し、事業をピック

アップして提携クラブを模索したい

と考えております。 
地区の委員会においてよく議論に

なるのが、いかにグローバル事業を地

区内において普及させるかについて

です。従来、国際奉仕といえば姉妹ク

ラブとの交流がメインで、なかなか現

地において奉仕活動をするということが少ない状況に

あります。補助金申請や条件の煩雑さ、パートナーク

ラブの見つけ方、事業を特定することの困難さとかい

う理由で、距離をおきがちになります。また、海外の

クラブと信頼関係を保ち事業を推進するのはリスクも

伴い容易なことではありません。近江八幡ロータリー

クラブでは岡村君の苦労が実りウランバートルでのグ

ローバル事業を遂行することができました。また、新

たな事業に取り組もうとしています。これらの経験を

活かし、更なる活動を実施していきたいと思います。 

近江八幡ロータリークラブ 

会長テーマ 

第 2965回（No.9） 

2019.9.25 発行 

わがまち自慢 
１年前、職場訪
問でラ・コリーナ
に寄せていただ
きました。滋賀県
で１番訪問者が
多いのが自慢で
す。ラ・コリーナ
の設計を手がけ
たのは有名建築
家の藤森照信さ
んです。従業員
がどんぐりの木
を植え自然に溶
け込ませ、西の
湖や安土山を見
渡す景色はまさ
に桃源郷です。 

今日のプログラム 
開会点鐘 
ロータリーソング斉唱 
「手に手つないで」 
ご来客の紹介 
～食事歓談～ 
会員のお祝い 
幹事報告 
委員会報告 
出席報告 
ＳＡＡ報告 
「四つのテスト」斉唱 
閉会点鐘 
 
第 4回クラブ協議会 
公式訪問事前協議会 
ガバナー補佐 
  甲斐切 稔様 
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地区スローガン 

2019-2020 

国際ロータリー会長 

Mark Daniel Maloney 

第 2650 地区ガバナー 

佐竹力總 

第 62代会長 長谷川 卓 

    幹事 田原 賢  

会 長 の 時 間  国際奉仕について 
 



9/11お月見例会 純餅さんの落語最高だね！ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 
長谷川卓、田原賢、際田博巳   西山美和子様ようこそ 

本日はゆっくりと楽しんでいってください！ 
長谷川卓、田原賢  親睦委員会の皆様 新入会員歓迎会

ご苦労様でした 
小川与志和、大嶋英寿、秋村昂 
 新入会員歓迎会ありがとうございました 
長谷川卓、田原賢 ＩＭご参加の皆様ご苦労様でした 
長谷川卓、田原賢、宮尾英昭、中島弘雅、田中勝、丹羽 
茂、髙木信彦、岡田三正、武内健斗、辻篤司、蔵立郁夫、
秋村昂、村田良平、赤井紀之、鈴木賢司  親睦委員会の
皆様、本日のお月見例会よろしくお願いします 
際田博巳 本日は妻がお月見例会に参加させていただき

ます 感謝 
永井智宏 お月見例会ありがとうございます 当テーブ

ルには満月が３つ！めでたい！めでたい！ 
赤井紀之 10 月 13 日沖島観光イベントよろしくお願い

いたします 
際田剛志 久しぶりの副ＳＡＡをさせていただいて 本

日このあと懇親会よろしくお願いいたします 
田原賢 ダンスＰＶニコニコ皆様ありがとうございます（多額） 

田中勝、岡村遍導、永井智宏、武内健斗、中島弘雅、岳尋
幸、髙木信彦、松村務、蔵立郁夫、村田良平、秋村昂、廣内
和也、藤井弘実、赤井紀之、垣内健太、丹羽茂、鈴木賢司、

大嶋英寿、際田博巳、田畑昌人、立木健、中村四郎兵衞、
廣内太嘉男、徳永久志、岡田三正、中田全一、宮尾英昭、 
中西祥文  前青少年奉仕委員長田原さんお疲れ様でした    

ＤＶＤありがとう！楽しみです 
徳永久志 妻の誕生日を祝っていただいて 

本日のニコニコ 75,000 円 累計 744,000円

 

出 席 報 告  （８月出席率 97.36％） 

例会日 会員数 当日出席者 メークアップ 出席率％ 

9/11 45 39 3 97.50％ 

8/28 45 39 3 100.0％ 

9/25 例会 10/2 例会 10/9 例会 10/16 例会 

公式訪問事前 
第４回クラブ協議会 
12 時 30 分～15時迄 

会員スピーチ 
中村 四郎兵衞 

「何故 お金は 
貯まらないのか？」 

ガバナー公式訪問 
例会 16:00～17:30 
懇親会 18:00～ 

休 会 
祝日の週を含む 

会長(役・理) 長谷川 卓 会計(役・理) 鈴木 賢司 職業奉仕(理) 永井 智宏 情報・研修(理) 中野 勝次 

直前会長(役・理) 尾賀 康裕 会場監督(役・理) 丹羽 茂 社会奉仕(理) 中島 弘雅 副幹事(書記) 岡村 遍導 

会長ｴﾚｸﾄ(役・理) 辻  雄一 会員増強(理) 際田 博巳 国際奉仕(理) 赤井 紀之 副ＳＡＡ 村田宗一郎 

副会長(役・理) 藤井 弘実 公共イメージ(理) 松村 務 青少年奉仕(理) 際田 剛志   

幹事(役・理) 田原   賢 管理運営(理) 徳永 久志 財団・米山(理) 田中 勝 役：役員、 理：理事 

外は雨 でも 四つの月が でーたでた 

ニコニコ箱 （9/11分） 敬称略 
 

例会 毎週水曜 12：30～13：30 
会場 ホテルニューオウミ 2階 
事務局 近江八幡市鷹飼町 1481 

ホテルニューオウミ 9階 
TEL0748-34-8345 FAX0748-34-8346 
eMail omhachi33rc@gold.ocn.ne.jp 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

配布物   週報 ロータリーの友 ガバナー月信 
幹事報告  次週 9/18 休会 
理事会報告（1）新入会員江南仁一郎氏入会 
   入会日 10/9所属：親睦委員会委員 
（2）定款第 11 条第 1節（a）江南仁一郎会員出席免除 
（3）国際奉仕 11/6 委員会スピーチへ変更、 
  ゲスト岡地勝二先生 
(4）青少年奉仕「武道体験教室」10/1市内小学校に 
 配布、記念品タオル 200枚作製 

（5）社会奉仕 緑の少年団駅前花壇植替え作業 
  11/9（土）9時～実施予定 メーキャップ扱い 
（6） 定款細則変更メーキャップ期間は例会前後 28日 
（7）メトロオロンガポＲＣＰＧ・Ｐ会長来日 
  市内観光・昼食・お土産費用 
委員会報告・国際奉仕 沖島体験イベントについて 

 ・会員増強 入会候補者例会招待について 
 ・ゴルフ同好会 11/10 クラブコンペ 
  11/22 ４Ｃゴルフコンペの参加お願い 

 
 

 今月は国際奉仕委員会による沖島体験事業が 10 月

13 日、職業奉仕委員会による職場訪問が 23 日に企画

されています。多数の皆様によるご参加をお願いしま

す。また、来週の 9 日は 3 クラブ合同によるガバナー

公式訪問が我々ホストとして開催されます。その時に

は新会員の入会式やフィリピンからの来賓など当日は

盛沢山の内容となっています。佐竹ガバナーも通常、

懇親会はご辞退されているのですが、今回は「ガバナ 
ー輩出クラブである近江八幡さんですので是非ご参加

させて頂きます」とおっしゃって頂いています。 

 さて 10 月は、ロータリーの「経済と地域社会の発

展月間」です。世界で仕事があっても 1 日 1 ドル 25
セント未満の生活を送る人々が 14 億人いると言われ

ています。ロータリアンはこうした人々に職業研修、

機材や物資の提供、収入源の確保や預金の推進を通し、

雇用機会の創出と起業の支援を実施しています。十分

な食べ物がない人は世界で 9 人に 1 人の約 8 億人とい

われ、飢えに苦しむ人のうち、女性と少女が占める割

合は 60％、極度の貧困者のうち、僻地に住み、生活の

糧を農業に依存している人は 70％だそうです。国連は、

ミレニアム開発目標において、地域社会と経済を発展

させるには、貧困問題の解消、女性の地位向上、グロ

ーバルなパートナシップ、環境の持続可能性が必要で

あるとしています。個人でできることは限られている

と思いますが、まずはこの現状を認識するところから

始め、ロータリーのリソースを活用することにより地

域社会と経済の発展を支える活動を支援していきたい

と思います。 
また、10 月は日本独自の特別

月間として米山月間、10 月 7 日

を含む週は、ロータリー学友参

加推進週間、そして 10 月 24 日

は世界ポリオデイと、非常にロ

ータリーが活発化する月度です。

本日それぞれを説明すると時間

が足りなくなるで、また次の機

会させて頂きたいと思います。 
 

近江八幡ロータリークラブ 

会長テーマ 

第 2967回（No.11） 
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わがまち自慢 
八幡堀には、蔵
と石畳がよく似
合う。天正 13
年（1585年）豊
臣秀次公の八幡
山城築城に際し
て穿

うが

たれた八
幡堀は、長い歴
史の変遷を経て
現在
い ま

見事に応時
の姿を残してい
る。悲運の城主
豊臣秀次公や、
近江商人の発祥
の地等、先人に
思いを馳

は

せると
ころである。 
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地区スローガン 

2019-2020 

国際ロータリー会長 

Mark Daniel Maloney 

第 2650 地区ガバナー 

佐竹力總 

第 62代会長 長谷川 卓 

    幹事 田原 賢  

会 長 の 時 間 経済と地域社会の発展月間 
 

今日のプログラム 
近江八幡ＲＣ・五個荘能登川ＲＣ 
びわ湖八幡ＲＣガバナー公式訪問 
開会点鐘 
国歌「君が代」斉唱 
ロータリーソング 
「奉仕の理想」斉唱 
ご来客の紹介（近江八幡 RC 会長） 
会長の時間（各ＲＣ） 
幹事報告（各ＲＣ） 
ガバナーアドレス 
 国際ロータリー第 2650地区 
2019-2020年度 

   ガバナー 佐竹 力總様 
新入会員入会式（各ＲＣ） 
会員のお祝 
出席報告（各ＲＣ） 
ＳＡＡ報告 
「四つのテスト」斉唱 
閉会点鐘 
17：30～18：00 記念写真撮影 
18：00～20：00 合同懇親会 



 
 

 

 今日は「なぜ お金は貯まらないのか？」につ

いて話をさせていただきます。 

 自宅で古いものを整理していましたら、こんな

物が出てきました。表に「言」が書いています。

これで「ことば」と読むそうです。中をめくって

みると毛筆で読めないのですが６０ページ程いろ

いろと書かれています。古文書に詳しい方にお願

いをして訳していただき、同時にこの本の成り立

ちも調べていただきました。これは江戸中期以降

の明和７年（1770）に出版された「町人身体柱立
ちょうにんしんたいはしらだて

」という本を書き移したものであることがわかり

ました。本の作者は 周防
す お う

由房
よしふさ

で、手島堵庵
て し ま と あ ん

が補

足しています。内容は、商人の教訓、哲学など、

節約の必要性や商人の一生の生きる上での心構え

を説いた教訓書です。周防由房についてはよくわ

からないのすが、手島堵庵は「石門心学
せきもんしんがく

」の

石田梅岩
い し だ ば い が ん

の門下生で、この石門心学を実際に世に

広めた人だそうです。 

 その地での商売を通じて、人々の暮らしをよく

することが自分たちの最終的な目的であると考え、

それを「理念」だけに留めるのでなく、「実践」さ

れました。そのことが重要です。当時、八幡では

多くの人が「石門心学」を勉強されていたそうで

す。手島堵庵は八幡にも何度かこられ講話をされ

ていたそうです。 

 私の先祖がこの仲間に入れていただいて「

身体柱立
しんたいはしらだて

」の講話を聴いていたようで、感動して

この文書を書き移したものだと思います。明和７

年といいますと私の３代目が３０歳の頃だと思い

ます。 

  始末の工夫 

「身体柱立」の内容ですが、まず「始末の工夫」

として、「世渡り身上相続のためには、毎朝未明よ

り起き、その身をつつましく、家業の道を油断な

く務めなければならない。 各々が成すべきことと

しては、愚痴の多い鈍根な（どんくさい）人でも、

身は栄へお金は貯めることができる」という書き

出しから始まります。これは、たとえ学識・見識

がなくても朝早くから働き、身を慎んで家業の道

を油断なく勤めれば、身は栄え、お金は貯めるこ

とができるということです。 

まず、お金を貯める方法として先祖を大菩薩へ

奉り、一人につき１日５０円ずつ毎日 願銭
がんせん

し、

家内５人で 250円、10日で 2,500円、1ヶ月 7,500

円、１年で 90,000 円になる。これを毎年 12 月に

取り出して年1割の利息を入れると10年で元利合

計 143,000 円になり 20 年で 515,000 円、30 年で

15,000,000円になると書かれています。次にお酒

を１日に 500円分飲んだとして、これを 40年分貯

めたとするどうなるかということが書かれていま

す。20歳から 60歳まで 40年の間、酒代 1 日 500

円ずつ使ったとして、月に 15,000 円、1 年で

180,000 円になります。これに年 1 割の利息付け

ての見積は酒代 10 年で 325,000 円、20 年で

11,680,000円、30年で 33,550,000円、40年です

と 90,000,000円となります。これはすごい金額な

のですが、よく考えてみると 1 割ずつ利息をつけ

ていますが、この利息は銀行が付けてくれるもの

ではなく、自分で付けます。最後に 9 千万円で１

年に 1 割の利息を付けるということは 900 万円の

利息を自分でつけることで非現実的な話ですが、

これは一つの目標として掲げているのでしょう。 

ご先祖様から受け継いだ信頼の太柱は大切にし

て少しも傷をつけないように、この柱に傷をつけ

る道具は色々ある。それらを遠ざけてあたりへ寄

せてはいけません。 

会員スピーチ            中村四郎兵衞 

「なぜお金はたまらないのか」 



人々の一生のうちに酒、たばこの 費
ついえ

を見積も

りして、その大きい事を知ってもらい、特に悪い

ことでなくてもこのようになり、ましてや全く役

に立たない無益の 費
ついえ

を絶対にしてはならないと

教訓を示したものです。 

 悪く心得れば、吝嗇
りんしょく

（けち） 

ある人が、この本の初めの方を読んで「本当に

大事なことだ。私も日々３銭、５銭を貧しい人に

施さない日はない。これも積もれば大きい事にな

る。恐るべしと言うことかもしれない」と話した。

しかしこれは大いなる心得違いである。毎日３銭、

５銭を貧しい人に施してきた。これをやめて貯め

ておけば大きいお金になったのにと反省をしてい

るが、これは心得違いであり、１銭、２銭でも施

すことは「陰徳」である。「陰徳」の心が無くてた

だ利欲だけに関わり、困っている人のことも顧み

ず、ひたすらお金を貯めても本当に風前の灯火の

ようであることを知るべきだ。無益の費
ついえ

はせず、

家業に怠りなく専念すれば最後には大信頼の柱立

てを成すであろう。身体を太く肥やそうと思うな

ら是非「陰徳」を実践すべきである。 

 身体柱立の地築 

地築は「基礎」という意味ですが、本心正直の

地を突き固めるように、ただただ脇目をふらず、

己の家業に出生の力を入れて真の心を持って、正

直の地を突き固め、心に思いて突き固める柱を打

つに、細くとも羽蟻にも負けず駆逐もしない。  

昔、文王という徳をもって民を収めた王がいた。

皇帝の道を守りたもう聖人で、民の子は親の如く

慕っていた。ある時、文王は御殿を建てたいと思

うが、民の煩いとなる事を思い、言いださなかっ

た。人々はこのことを知り、集まり、地築をし資

材を持込み暫くして台を築きあげた。このように

日々聖徳を持って収めていたので、民も真の心を

持って建てた台であった。終日長く祝い繁栄が続

いた。というふうに書かれています。 

最後には「身体柱立」心得の如くとして、身体

を太くしようと思ってどれほど工夫をしたても、

条々に用いなければ貯めたお金をたちまち散財し

てしまうのである。 

 耐火用心 

慎むべきものの１番として、「耐火用心」。火の

用心です。これが第１。どのように蓄えた財宝も

たちまち失うのは可能である。常々より気をつけ、

家の者にも説くと申し付け間違いの無いようにせ

よ。ある宗教に心が濁れるものには火の雨を降ら

して、その家を焼くことにすれば常に心を正常に

持とうとする。  

 勝負事はするな 

２番目に勝負事はするな。これは元より公のご

法度であり、言うまでもなく手を出してはならな

い。 

 背法令 

３番目、背法令。御上のご法度に反すること。

常日頃から用心して守るように。法律は犯すこと

のないようにということです。 

 強利欲 

４番目は 強利欲
ご う り よ く

（暴利強欲を慎め）。農業、職

人、商人ともに大抵それぞれの役割も持っている

ことは言うまでもないが、その役割、道を外れ急

に金を儲けようとしてかえって大きな損をする。 

その他右の本文が言っていることをよくよく心

して慎むように 「忠」「心」「こう」「てい」「仁

義」などの五条のことを今更改めて言うことはな

いがよく考えてみる。 

 

全体として言われていることは、人として生き

ることは「質素倹約」と「ケチ」との違いではな

いかと思います。 

「言」の中から一部をご紹介させていただきま

した。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

私たちがロータリー奨学会奨学生として支援した 

赤星さんを紹介する記事がオウティに掲載されました。 

記事の中で、近江

八幡市出身の赤星さ

んが、ロータリー財

団の地区補助金奨学

生としてドイツの国

立ロストック音楽演

劇大学に留学たこと

が書かれています。

ロータリーの文字が

２回も出てきて嬉し

く思いました。ます

ますのご活躍を期待

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

長谷川卓 丹羽茂 村田宗一郎 髙木信彦 武内健斗 

 中村さん興味深いスピーチありがとうございました 

長谷川卓  10 月が始まりました今月もよろしくお願いします 

田中 勝 赤星里奈さんの活躍が嬉しくて 

中村四郎兵衞 丹羽君先日は「ＸＯ」ありがとうございました 

辻 雄一 例会出席久しぶりです 阪神タイガースの奇跡

のＣＳ出場おめでとう！ 

髙木信彦 神無月となりました 出雲では 神
か み

有
あ り

月
つ き

とい

われています秋の虫の声が聞こえるようになりまし

た 

赤井紀之 10月 13日沖島観光イベントどうぞよろしくお願い

いたします 

永井智宏 10 月 23 日職場訪問沢山の出席お申込みありが

とうございます まだまだ絶賛受付中です 

田畑昌人 例会前に中島さんからおこづかいを頂きましたあ

りがとうございました 

小川与志和 祝！阪神ＣＳ進出！！ 

小川与志和 メッセンジャーお疲れ様でした 

大嶋英寿 本部会議につき例会早退お許しください 

岳 尋幸 徳永久志 結婚記念日を祝っていただいて 

辻 雄一 際田博巳 誕生日を祝っていただいて 

川端五兵衞 妻の誕生日を祝っていただいて 

本日のニコニコ 33,000 円 累計 799,000円 

出 席 報 告  （９月出席率 98.04％） 
例会日 会員数 当日出席者 メークアップ 出席率％ 

10/2 45 36 0 90.00％ 

9/11 45 40 4 100.0％ 

10/9 例会 10/16 例会 10/23 例会 10/30 例会 例会 毎週水曜 12：30～13：30 
会場 ホテルニューオウミ 2階 
事務局 近江八幡市鷹飼町 1481 

ホテルニューオウミ 9階 
TEL0748-34-8345 FAX0748-34-8346 
eMail omhachi33rc@gold.ocn.ne.jp 

ガバナー公式訪問 
例会 16:00～17:30 

懇親会 18:00～ 

休 会 

祝日の週を含む 

クラブフォーラム 

職業奉仕委員会 

永井 智宏 

職場訪問 14 時～ 

委員会スピーチ 

米山奨学会委員会 

立木 健 

 
 

会長(役・理) 長谷川 卓 会計(役・理) 鈴木 賢司 職業奉仕(理) 永井 智宏 情報・研修(理) 中野 勝次 

直前会長(役・理) 尾賀 康裕 会場監督(役・理) 丹羽 茂 社会奉仕(理) 中島 弘雅 副幹事(書記) 岡村 遍導 

会長ｴﾚｸﾄ(役・理) 辻  雄一 会員増強(理) 際田 博巳 国際奉仕(理) 赤井 紀之 副ＳＡＡ 村田宗一郎 

副会長(役・理) 藤井 弘実 公共イメージ(理) 松村 務 青少年奉仕(理) 際田 剛志   

ニコニコ箱 （10/2分） 敬称略 
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中田さん 毎週 選歌
していただき ありが
とうございます 

リーダー力で人々をつなぐ 佐竹力總ガバナー 

小型船舶を操縦し、ゴルフは大学時代から一意奮闘、酒も大いに付

き合い、カラオケを英語で熱唱、そして趣味はスキューバダイビング

と年齢枠を超えた行動派。その行動力は人付き合いに対しても同様で

全国のロータリアンと交流し情報量は抜群です。もちろんロータリー

知識も豊富で将来を見据えた見識の高さを生かして、改革を実践する

力を持ち合わせています。加えて 300 年続く京都の老舗料理屋の大旦

那。若大将のイメージのまま仕事にロータリーにそして遊びにと日々 

全国を奔走しています。     幹事長 澤田 明廣 
（ロータリーの友 7月号掲載記事抜粋） 

【ガバナープロフィール】 

所  属 京都ロータリークラブ 職業分類 日本料理 

生年月日 1946 年(昭和 21年)12月 22日生 

最終学歴 1970年 3月 立命館大学 法学部 卒業 

職  業 株式会社美濃吉代表取締役社長（10代目当主） 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ご来客   地区ガバナー 佐竹力總様 
 地区幹事長   澤田明廣様 
 ガバナー補佐 甲斐切稔様、岡田建三様 
フィリピン メトロオロンガポ ロータリークラブ 

パストガバナー  Vittorius Ocampo Guttierres  
パストガバナー夫人 Maria Antonnette Guttierres  
パスト会長 Israel Ortega   横田 宗様 

配布物   週報 
幹事報告  次週 10/16 休会 

 
 
 本日は、ガバナー公式訪問３クラブ合同例会に
多数ご出席頂きまして誠にありがとうございます。 
 この例会に先立ち 14時から「会長・幹事懇談会」
が行われ、各奉仕委員長より
年度計画を発表し、クラブ年
度計画についてガバナーよ
りご講評を頂きました。また、
わがクラブからは地区委員
が 6名出ていますので、地区
との連携・協力関係も重視し
ていきたいと考えておりま
す。 
 今年度の地区テーマ「伝統
と革新 世界はひとつ」にお
いて、佐竹ガバナーは伝統を
重んじる地区におけるロー
タリーのあり方と、国際ロー
タリーの方向性との間にあ
る隔たりを感じながらも、変

化に対応する必要性を説かれています。わがクラ
ブにおいても、将来を見据えた戦略計画委員会を
立ち上げ、「変えてはいけないもの」と「変えなけ
ればいけないもの」と相対する価値観について、
会員間で議論を深めていきたいと考えています。
今後も引き続きご指導賜りますようお願い申し上
げます。 
 今日は 100 名を超えるロータリアンが、ガバナ
ーを中心に一堂に会する機会に恵まれました。こ
こにおられる一人ひとりにおかれては、それぞれ
の分野において、多大なる影響力をお持ちの方々
ばかりだと推察いたしますが、わたくしたちが互
いに「手に手を」とれば、更なる変化をもたらす
ことも可能になることと思います。短い時間では
ありますが、お互いに親睦を深め、有意義な時間
をお過ごしいただける事と祈念し、ご挨拶とさせ
て頂きます。 

地区スローガン 

近江八幡ロータリークラブ 

会長テーマ 

第 2968回（No.12） 

2019.10.23 発行 

わがまち自慢 
牧町（琵琶湖岸）
寛平年間（890
年代）歌人、画
人として著名な
巨勢
こせの

金岡
かなおか

がこ
こを訪れて風景
を描こうとした
が、絶景雄大に
過ぎて描けずに
終に筆を折った
と伝えられる筆
ヶ崎に建つ藤ヶ
崎神社。 
「琵琶湖岸に知
る人ぞ知るパワ
ースポット」 
で近年人気を博
している。 
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2019-2020 

国際ロータリー会長 

Mark Daniel Maloney 

第 2650 地区ガバナー 

佐竹 力總 

第 62代会長 長谷川 卓 

    幹事 田原 賢  

会 長 の 時 間    長谷川 卓 
 

今日のプログラム 
開会点鐘 
ロータリーソング斉唱 
「それでこそロータリー」 
ご来客の紹介 
食事歓談 
会員のお祝い 
幹事報告 
委員会報告 
プログラム 
クラブフォーラム 
職業奉仕委員会 
委員長 永井智宏 

「奉仕の理想」について 
出席報告 
ＳＡＡ報告 
「四つのテスト」斉唱 
閉会点鐘 



 
 
 2019-20 年度マ

ーク・ダニエル・マ

ローニーRI 会長

は「ロータリーは

世界をつなぐ」   を

テーマとされました。 

ロータリー創設の

理由は見知らぬ街

で他の人たちと「つ

ながる」こと。地域

社会とつながり、価

値観を共有した人

とつながり、支援を

必要とする人とつながる。そうしたつながりが未来を

創る。その重要な場所が「クラブ」です。 

「ロータリーの奉仕を通じて、有能で思慮深く寛大

な人びとが手を取り合い行動を起こすためのつなが

りを築きましょう」と提唱されました。 

これを受けて 2019-20 年度地区スローガンを「伝

統と革新 世界はひとつ」としました。私たち 2650 地

区は、多彩な風土、個性的な文化に育まれた４府県

で、世界に誇る歴史と伝統に培われた 96 のクラブ、

約 4,700 名の会員で構成され、全国有数の規模を誇

っています。 

  しかし 2016 年に規定審議会で、クラブの自主性

と柔軟性が強調され、職業奉仕と例会を重視する日

本のロータリークラブの在り方と、人道的奉仕組織に

なりつつある国際ロータリー（ＲＩ）の方向性との間に、

次第にへだたりが生じてきていることは否めません。 

 私は、ロータリークラブの基本理念は「奉仕と親睦

（友情）」であり、その根底を支えるものは「職業分類」と

「例会出席」であると考えます。地域でその業種を代

表する人材が自分の職業を「天職」と捉え、自身の

職業の倫理性を高めつつ、その職責を通じて広く世

の中のために奉仕する。この職業奉仕こそがあらゆ

る奉仕活動の「根源」ではないでしょうか。そして、ロ

ータリーの魅力は例会出席にあります。いろいろな職

業の人たちと交流すること、それがひいては修養の

場となる。この点に尽きると思います。このような大樹

の ご と き

精神的支

柱がなか

ったら、単

なる慈善

事業を行

う人道的

奉仕の社交団体であったなら、今日までこのように

人の心を引きつけ、世紀を超えて発展したでしょうか。

とはいえ、グローバル化の時代に、私たちはその変

化に適応してゆかなければなりません。まさに「流水

に間断なし」です。滞ることなく組織を発展させ、エネ

ルギッシュな流れを皆様とともに守り伝えていく。す

なわちいつの時代も次世代を見据え、準備を怠るこ

となく、激しい時代の流れに呑まれることなく適応し

て、ロータリークラブを守り育てなければなりません。 

 時代が目まぐるしく変化し、ますます変質しつつあ

るように見えますが、より良く生きようとする人間の考

え方や行動スタイルは、もっと素朴で単純なものであ

ろうと私は考えます。ロータリアンの皆さま！それぞ

れがロータリーの基本理念、魅力、アイデンティティ

ー（強み）を見据えて、ひとり一人が自ら出来ることか

ら初めてください。そして、ロータ リー活動の中に、

生きがいや楽しさなど目的を見出していただき、自

分を成長させるため に、ロータリーをエンジョイして

いただくことを切望します。 

 
 

地区ガバナー 佐竹力總様（多額） 

地区幹事長   澤田明廣様（takusan ﾆｺﾆｺ） 

ガバナー補佐 甲斐切稔様（takusan ﾆｺﾆｺ） 

長谷川卓  本日は佐竹ガバナー、澤田幹事長をお迎えし

て 皆さんよろしくお願いします（多額） 

田原賢  佐竹ガバナー、澤田幹事長、甲斐切ガバナー補

佐ようこそお越しくださいました（多額） 

江南仁一郎 入会させて

いただきます 大

変お世話になりま

す 宜しくお願い

致します 

髙木信彦 江南仁一郎君

の入会を祝して 

徳永久志 際田剛志  

大嶋英寿 中島弘雅 岡村遍導 藤井弘実 際田博巳 

小川与志和 髙木信彦 立木健 丹羽茂 尾賀康裕  

松村務 廣内太嘉男 宮尾英昭 辻篤司 辻雄一 田畑昌人 

岡田三正 田中勝 武内健斗 中田全一 中村四郎兵衞  

蔵立郁夫 塚本毅 永井智宏 村田宗一郎 村田良平  

鈴木賢司 岳尋幸 川端五兵衞 中西祥文 

佐竹力總ガバナーをお迎えして ガバナー合同公式

訪問を祝して 

立木健  妻の誕生日を祝っていただいて 

本日のニコニコ 76,000 円 累計 875,000円

 

出 席 報 告  （９月出席率 98.04％） 
例会日 会員数 当日出席者 メークアップ 出席率％ 

10/9 45 39 0 95.12％ 

9/25 45 40 4 94.75％ 

10/23 例会 10/30 例会 11/6 例会 11/13 例会 例会 毎週水曜 12：30～13：30 
会場 ホテルニューオウミ 2階 
事務局 近江八幡市鷹飼町 1481 

ホテルニューオウミ 9階 
TEL0748-34-8345 FAX0748-34-8346 
eMail omhachi33rc@gold.ocn.ne.jp 

クラブフォーラム 
職業奉仕委員会 

永井 智宏 
職場訪問 14 時～ 

委員会スピーチ 
米山奨学会委員会 

立木 健 
米山奨学生 孫 晶氏 

委員会スピーチ 
国際奉仕委員会 

赤井 紀之 
ゲスト 岡地勝二様 

財団月間スピーチ 
財団委員会 

地区パストガバナー 
刀根 荘兵衛様 

ガバナーアドレス 佐竹 力總 

ニコニコ箱 （10/9分） 敬称略 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ご来客   （公財）西川文化財団 奥村武司様 
配布物   週報 職業奉仕クラブフォーラム資料 
幹事報告  ガバナー事務所公式訪問お礼 
 千葉県台風被害義援金支払の報告 
委員会報告 指名委員会 2021-22 年度会長を田原賢

君に指名する。 
 
 
 

ガバナー公式訪問は
無事ホスト役を務める
ことができました。翌日
は田原幹事とフィリピ
ンからの来客を八幡観
光にお連れし、日牟礼神
社と長命寺では岳宮司、
武内副住職によりご案
内頂き、昼食は和た与の
あまなで美味しい鰻料
理を頂きました。 

またとても残念なこ
とに、この週末、我がクラブの高田先生がお亡くなり
になられました。今月初めの例会には参加されていた
ので、最期までロータリーを楽しんでおられたと思い
ます。心から先生のご冥福をお祈りします。 

今月 10月は米山月間です。公益財団法人ロータリー
米山記念奨学会とは、日本のロータリーが共同で運営
する民間奨学団体です。米山奨学会では、日本で学ぶ
外国人留学生に奨学金を支給し支援する国際奨学事業
を行っています。2019年、全国で 816名、2650地区で
は全国で一番多い 50 名の米山奨学生が、日本の学校に

通い勉学に励んでいます。 
 米山奨学会の大きな特徴の一つとして交流を大切に
していることがあげられます。世話クラブの会員がカ
ウンセラーとなり、日常の相談役を務め、日本での生
活をサポートします。単なる金銭的支援だけでなく、
ロータリーのコミュニティに参加できることは、留学
生にとっても非常に心強く、留学期間をとても有意義
なものにすることができます。奨学期間が終了した後
も、ロータリー学友としてのネットワークに参加する
ことで、将来にわたり日本との懸け橋として世界で活
躍してくれることが期待できます。 
 留学は当人の人生にとって、かけがえのない時間と
経験を与えてくれます。他文化と触れあい理解するこ
とで、その人の人生を非常に豊かにしてくれます。ま
た私たちロータリアンにとっても、異なる文化の人た
ちと交流することにより、学ぶことも多いと思います。 
 近江八幡ＲＣは、過去多くの米山奨学生をお世話し
てきました。今後も米山奨学会事業に対し、関心と理
解を深め、皆様の更なるご支援・ご協力をよろしくお
願いします。 

 
 

 2017年 6月に地区内の全会

員対象にしたアンケートでは、

8 割を超える方が職業奉仕に

共感し、自身のロータリアン

であることの拠り所のひとつ

であると考えておられます。 

 地区職業奉仕委員会では、

シェルドンの経営学に基づく

サービス理念、「四つのテス

近江八幡ロータリークラブ 

会長テーマ 

第 2969回（No.13） 

2019.10.30 発行 

わがまち自慢 
牧町 水茎山 浄
福寺（浄土真宗木邊
派）太平洋戦争で釣
鐘を供出して暫く
釣鐘がなかったが、
昭和 51 年若くして
亡くなられた前住
職の苦堤を弔うた
め、「世の中に手を
差し拡げ、万民の幸
せを願う」ことを希
求し、鐘楼を建てら
れた。 
鐘は自動仕掛けで、
6時、12時、18時に
時を知らせてくれ
る。（因みに設計は会員の

中田全一君である） 
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地区スローガン 

2019-2020 

国際ロータリー会長 

Mark Daniel Maloney 

第 2650 地区ガバナー 

佐竹力總 

第 62代会長 長谷川 卓 

    幹事 田原 賢  

会 長 の 時 間 米山月間 
 

クラブフォーラム 職業奉仕委員会 永井智宏 

今日のプログラム 

開会点鐘 
ロータリーソング斉唱 
「それでこそロータリー」 
ご来客の紹介 
食事歓談 
会員のお祝い 
幹事報告 
委員会報告 
プログラム 
米山奨学会スピーチ 
委員長 立木 健 
 米山奨学生 孫 晶氏 
出席報告 
ＳＡＡ報告 
「四つのテスト」斉唱 
閉会点鐘 



ト」、「ロータリーの目的」、

「奉仕の理念」等の基本理

念についてその歴史的経

緯も含め、正しく理解して

いただけるよう取り組ま

れています。 

 これを受けて当クラブ

フォーラムでは、会員の方

が、①「奉仕の理念」についてどのように思っておら

れるのか、②皆さんが個人生活、職業生活、社会生活

においてどのように実践されておられるのか、を話し

合いそれぞれ共有していただこうと実施しました。 

 また、来年

2 月の職業奉

仕講演会 に

もご出席い

ただき、皆様

の「奉仕の理

念」について

冊子にまとめていきたいと考えています。ご協力よろ

しくお願いいたします。 

 例会終了後、職場訪問で

甲賀市の大原薬品工業、く

すり学習館を見学し、夜は

坪清で郷土料理をいただ

く懇親会で大いに盛り上

がりました。 

 

 

松村智佳子様 主人の葬儀の際はお忙しい中、お参りい
ただき本当にありがとうございました 私も少し心
に落ち着きが出来る今日この頃です ロータリーク
ラブに長い間お世話になりありがとうございました  

田原賢  髙田先生 今までありがとうございました 
そしてご苦労様でした（多額） 

松村務  髙田先生のご冥福をお祈りします 
永井智宏 本日の職場訪問よろしくお願いします まだ

まだ参加大丈夫です 何卒宜しくお願い致します 
藤井弘実 奥村武史さんようこそ ロータリーの雰囲気

を味わってください 
長谷川卓 田原賢 丹羽茂 鈴木賢司 
  佐竹力總ガバナー合同公式訪問お疲れ様でした 
長谷川卓 田原賢  岳さん、武内くん先日は来客対応

ありがとうございました 
長谷川卓 田原賢 丹羽茂   

永井君今日はお世話になります 
赤井紀之 沖島観光イベント 11月 4日に延期させていた

だきました 引き続きご協力お願いします 
長谷川卓 中村四郎兵衞 丹羽茂 辻篤司 
  県下ゴルフコンペ参加の皆様お疲れ様でした 
田畑昌人 県下ゴルフお疲れ様 永井さん 7 位おめでと

うございました！ 
小西眞 本日開業 33 周年を迎えました！大過なくこれ

までこれた事に感謝 
岳尋幸 即位の礼が目出度く終えられた 
岳尋幸 菊が立派に奉納されました 240 鉢あります 11

月上旬に見頃となるでしょう 
中西祥文 ハロウィンチョコありがとうございます…チ

ョコは苦手です キャンディ🍬🍬いただききます 
小川与志和 ハッピーハロウィン 
武内健斗 職場訪問不参加で申し訳ございません 
松村務 入会記念を祝っていただいて 
藤井弘実 妻の誕生日を祝っていただいて 

本日のニコニコ 59,000 円 累計 937,000円 
 
戦略委員会が開催されました。今後、クラブの現状

分析、ビジ

ョン作成、

年次目標が

議論され、

順次みなさ

んにお諮り

していきま

す。 

 

出 席 報 告  （９月出席率 98.04％） 

例会日 会員数 当日出席者 メークアップ 出席率％ 

10/23 44 32 1 84.21％ 

10/2 45 39 3 97.50％ 

10/30 例会 11/6 例会 11/13 例会 11/20 例会 例会 毎週水曜 12：30～13：30 
会場 ホテルニューオウミ 2階 
事務局 近江八幡市鷹飼町 1481 

ホテルニューオウミ 9階 
TEL0748-34-8345 FAX0748-34-8346 
eMail omhachi33rc@gold.ocn.ne.jp 

委員会スピーチ 

米山奨学会委員会 

立木 健 

米山奨学生 孫 晶氏 

委員会スピーチ 

国際奉仕委員会 

赤井 紀之 

ゲスト 岡地勝二様 

財団月間スピーチ 

財団委員会 

地区パストガバナー 

刀根 荘兵衛様 

休 会 

祝日を含む週の休会 

 

会長(役・理) 長谷川 卓 会計(役・理) 鈴木 賢司 職業奉仕(理) 永井 智宏 情報・研修(理) 中野 勝次 

直前会長(役・理) 尾賀 康裕 会場監督(役・理) 丹羽 茂 社会奉仕(理) 中島 弘雅 副幹事(書記) 岡村 遍導 

会長ｴﾚｸﾄ(役・理) 辻  雄一 会員増強(理) 際田 博巳 国際奉仕(理) 赤井 紀之 副ＳＡＡ 村田宗一郎 

副会長(役・理) 藤井 弘実 公共イメージ(理) 松村 務 青少年奉仕(理) 際田 剛志  

役：役員、 理：理事 幹事(役・理) 田原   賢 管理運営(理) 徳永 久志 財団・米山(理) 田中 勝 

    

ニコニコ箱 （10/23分）  敬称略 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ご来客   地区青少年委員長 石原久歳様(湖南 RC) 
 地区米山奨学委員 久保田浩様（びわ湖八

幡 RC） 米山奨学生 孫晶さん(水口 RC） 
 園田英二様(湖南 RC)  
 髙森匡宏様 川嶋晃様 福井和彦様 
配布物   週報 俳句 第 2回情報集会 
幹事報告  次週 11/6 定例理事会開催 
 議案は幹事迄 
委員会報告 青少年奉仕 11/9武道体験教室案内 
 国際奉仕 11/4沖島体験イベント案内 
 情報研修 第 2回情報集会案内 
 地区ＩＡＣ アクター例会参加報告 
 
 

 
 10/23は職業奉仕事業で甲賀の大原薬品工業とくすり

学習館へ行き、滋賀の地場産業である製薬について学

び、夜は坪清で地元料理を囲みながら親睦を深めるこ

とができました。 

 24 日は戦略計画委員会の第１回目の打ち合わせが

あり、今後の方針や進め方について活発な議論をスタ

ートさせました。いかに近江八幡ロータリークラブを

内外的に魅力あるクラブにできるかを共に考え実行し

ていくための計画を策定するワーキンググループです。

皆さんの意見を取り入れながら進めて行きます。 

 25 日はヴォーリズ学園で多くのロータリアン参加

のもとインターアクトの例会が開催されました。次年

度、地区大会が近江八幡で開催されます。10/24 は世

界ポリオデイでした。ロータリー財団は、①グローバ

ル補助金②地区補助金③ロータリー平和センター④ポ

リオ・プラスの 4 つのプログラムを展開しています。

2016-17年度、財団への寄付総額は 3億 440万ドルで、

支出総額は 2億 6900 万ドルでした。そのうちポリオ・

プラスに対する支出額が 1 億 800 万ドルと総支出の

40％以上を拠出し、ロータリーの最優先事項であるこ

とがわかります。ポリオ・プラスとはポリオと共にハ

シカ、ジフテリア、結核、百

日咳、破傷風の 5 つをプラス

して同時追放を目的としてい

ます。ウィルスの伝播を阻止

するためのワクチンを世界中

の児童に予防接種しようとい

うプログラムです。  
 ポリオの発症がゼロにな

るまで活動を続けなければな
りません。ポリオが撲滅され
なければ、今後 10年間で、毎
年20万人の子どもが身体麻痺
となる可能性があります。ポ
リオが撲滅されれば、天然痘に続いて２番目に撲滅さ
れた疾病となり、公共保健の歴史上、最も偉大な功績
の一つとなります。歴史をつくるカウントダウンが始
まっています。 

 
  
 

 今年の 4月から水口 RC でお世話になっております。

私の出身地は中国の山東省です。中国の大学で日本語

を 4年間勉強しました。日本に興味を持つようになり、

神戸の日本語学校で 9 ヶ月間勉強しました。その後、

近江八幡ロータリークラブ 

会長テーマ 

第 2970回（No.14） 

2019.11.6 発行 

わがまち自慢 

沖島は国内では
唯一淡水湖の中
で人が生活(人
口約250人)して
いる漁業集落の
島で、2006年に
は水産庁の『未
来に残したい漁
業漁村の歴史文
化財百選』に島
の生活道路であ
るホンミチが選
定されました。
写真は沖島から
国民休暇村方面
を見た眺めで
す。 
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地区スローガン 

2019-2020 

国際ロータリー会長 

Mark Daniel Maloney 

第 2650 地区ガバナー 

佐竹力總 

第 62代会長 長谷川 卓 

    幹事 田原 賢  

会 長 の 時 間  
ポリオ撲滅～歴史をつくるカウントダウン 

 

米山奨学生 孫 晶さん スピーチ 

今日のプログラム 
開会点鐘 
国歌「君が代」斉唱 
ロータリーソング斉唱 
「われらの生業」 
ご来客の紹介 
食事歓談 
会員のお祝い 
幹事報告 
委員会報告 
プログラム 
委員会スピーチ 
国際奉仕委員会 
委員長 赤井紀之 

 講師 岡地 勝二氏 
出席報告 
ＳＡＡ報告 
「四つのテスト」斉唱 
閉会点鐘 



研究生として滋賀大学に入

学し１年後大学院に進学し

ました。 

 私は外国にルーツを持つ

児童生徒の日本語教育につ

いて研究しています。日本語

教育の理論を学ぶだけでな

く、県内の公立高校で日本語教育のボランティア指導

員を 1年半務め実践を通して課題を探究しました。 

 国際交流活動として教育学部の学部生と一緒に滋賀

県の小学校を訪問し、一緒に中国の土豆餅を作ったり、

中国語で挨拶したり、中国の小学校の様子を紹介した

りしました。体験を通して国際理解を深める機会を提

供しました。 

 日本に来てから３年が経ちしました。この間に日本

について様々な発見をしました。例えば、車は信号が

ない場所でも歩行者が横断するのを待つことや、エス

カレーターで皆が同じ側に並ぶことなどです。また、

人に対して親切にしてくれ、日本人の優しさを感じて

います。米山奨学生として毎月の例会以外にもいろい

ろな交流活動に参加させていただき感謝しています。 

 

 
 

 髙森匡宏様     川嶋 晃様      福井和彦様 

（タカモリ時計店）（酒のさかえや）（おきしま倶楽部） 

 

 

 

  台風 19号のため順

延になった国際奉仕

委員会主催の「沖島観

光イベント」が晴天の

14日に行われました。

「2019子ども観光大

使 IN近江八幡」とし

て小学生と親、TOSSの先生、ロータリアン総勢 78名

が２艘のチャーター船で沖島に渡りました。①沖島を

知ろう、②沖島を英語スピーチで紹介しよう、③沖島

探検に出かけようのプログラムで、ポカポカ陽気の山

頂で食べる沖島郷土料理のお弁当は格別でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご来客 地区米山奨学委員会 久保田浩様(takusan) 

  米山月間に卓話させていただきありがとうございま

す 奨学生のご支援よろしくお願いします 

立木健 米山奨学生の孫さんと地区担当委員久保田君を

お迎えして 

長谷川卓 孫さんスピーチありがとうございました 

辻雄一 中西祥文 長谷川卓  福井さん、髙森さん、宮

川さん 近江八幡ＲＣの例会にようこそ！毎週一緒

に昼食を食べられますように！楽しみにしています 

永井智宏 職業奉仕クラブフォーラム並びに職場訪問に

は沢山の方にご参加頂きありがとうございました 

中西祥文 宮尾英昭 長谷川卓 丹羽茂 髙木信彦 

立木健 永井委員長 職場訪問ありがとうございました 

お世話になりました お疲れ様です 

長谷川卓 戦略計画委員の皆様 先日はありがとうござ

いました 

赤井紀之 11/4沖島イベントご参加の皆様どうぞよろし

くお願いいたします 

村田宗一郎 久保田さん辻さん先日はありがとうござい

ました 

小川与志和 戦略計画委員会様 ご来店ありがとうござ

いました 

小川与志和 厚生労働大臣賞いただきました 

小川与志和 中島弘雅 誕生日を祝っていただいて 

藤井弘実 結婚記念日を祝っていただいて 

蔵立郁夫 妻の誕生日を祝っていただいて 

本日のニコニコ 38,000 円 累計 975,000円 

11/6 例会 11/13 例会 11/20 例会 11/27 例会 例会 毎週水曜 12：30～13：30 
会場 ホテルニューオウミ 2階 
事務局 近江八幡市鷹飼町 1481 

ホテルニューオウミ 9階 
TEL0748-34-8345 FAX0748-34-8346 
eMail omhachi33rc@gold.ocn.ne.jp 

委員会スピーチ 

国際奉仕委員会 

赤井 紀之 

講師 岡地勝二様 

財団月間スピーチ 

財団委員会 

地区パストガバナー 

刀根 荘兵衛様 

休 会 

（祝日を含む週の休会） 

会員スピーチ 

丹羽  茂 

ニコニコ箱 （10/30分） 敬称略 

晴天に恵まれた沖島観光イベント 11/4 

増強プロジェクト 例会ご招待 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

配布物   週報 俳句 ガバナー月信 ロータリーの友 

 駅前花壇植替え作業案内 第 2期会費 

幹事報告  本日定例理事会 

委員会報告 青少年奉仕 11/9武道体験教室案内 

 国際奉仕 11/4沖島体験参加お礼 
  
 
 

11月はロータリー財団月間で、期間中に財団に関す
る例会プログラムをすることが求められています。13
日は 2650 地区財団委員長の刀根様にお越し頂き財団
についての卓話をして頂きます。 
本日は、元クラブメンバー

で元財団奨学生の岡地先生に
お話をして頂きます。 
ロータリー財団の歴史は古

く、1917年ジョージア州アト
ランタで開催された国際大会
で当時の RI 会長アーチクラ
ンフが「全世界的な規模で慈
善・教育・その他社会奉仕の分野で、より良いことを
するために基金をつくろう」と提案されたことに始ま
ります。2 年前の国際大会はアトランタで開催され、
財団創立 100 周年が祝福されました 
現在、ロータリー財団のプログラムは、ポリオ・プ

ラス、ロータリー平和センター、補助金プログラムか
らなっています。ロータリー平和センターは世界に 6
か所あるロータリー平和センターで、国際関係、平和、
紛争解決とその関連分野で学ぶ学生へ奨学金を支給し
ています。補助金プログラムは、地区補助金とグロー

バル補助金の 2種類からなり、人道奉仕プロジェクト、
奨学金および職業研修チーム VTT の３つからなります。
一昨日の沖島での国際奉仕事業や、昨年度のダンスや、
むべなるかなプロジェクトは地区補助金を活用してい
ます。ウランバートルでのグローバル補助金など我ク
ラブも財団資金を活用し地域社会に貢献しています。 

またロータリーは、国際理解と親善という目的を推
進する学生のネットワークを築き、財団奨学生に力を
注ぎ、その多くが商業、外交、教育、ジャーナリズム
などの分野で著名なリーダとなっています。本日ご講
演頂く岡地先生も元ロータリー財団奨学生として現在
も重要なポジションでご活躍されておられます。また、
先日お亡くなりになられた緒方貞子さんは日本で 2 人
目のロータリー国際親善奨学生で、国連難民高等弁務
官やＪＩＣＡの理事長などを歴任されました。この月
間を機会に皆さんも出来るだけ財団の本質や仕組みに
ついて関心をもって頂きたいと思います。 
  
 

 

 私は 1978 年 8 月に近江八

幡ＲＣのメンバー8名とグラ

ンドラピッツへ訪問させて

頂きました。そのご縁でロー

タリークラブ様とのお付き

合いがはじまりました。 

 グランドラピッツとは

元々ＪＣからスタートして近江八幡市ＲＣと繋がり、

グランドラピッツＲＣの会長幹事が来日され近江八幡

ＲＣと調印式を取り行われました。ただ残念ながらそ

近江八幡ロータリークラブ 

会長テーマ 

第 2971回（No.15） 

2019.11.13 発行 

わがまち自慢 

沖島は国内では
唯一淡水湖の中
で人が生活(人
口約250人)して
いる漁業集落の
島で、2006年に
は水産庁の『未
来に残したい漁
業漁村の歴史文
化財百選』に島
の生活道路であ
るホンミチが選
定された。島内
を練り歩けば漁
村の風景をあち
こちで感じるこ
とができる。 
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地区スローガン 

2019-2020 

国際ロータリー会長 

Mark Daniel Maloney 

第 2650 地区ガバナー 

佐竹力總 

第 62代会長 長谷川 卓 

    幹事 田原 賢  

会 長 の 時 間  財団月間 

国際奉仕委員会スピーチ  

講師 龍谷大学名誉教授 岡地勝二様 

今日のプログラム 
開会点鐘 
ロータリーソング斉唱 
「われらの生業」 
ご来客の紹介 
食事歓談 
会員のお祝い 
幹事報告 
委員会報告 
プログラム 
財団月間スピーチ 
財団委員会 
委員長 田中 勝 

 講師 刀根 荘兵衛 様 
出席報告 
ＳＡＡ報告 
「四つのテスト」斉唱 
閉会点鐘 



の後 20数年、ほとんど交流がありません。近江八幡市

とグランドラピッツと姉妹提携をされましたが、こち

らも交流があまりありません。 

 グランドラピッツは由緒ある立派な町で、自慢はフ

ォード大統領が育ったということです。そしてグラン

ドラピッツ州立大学はとても大きな大学です。是非ロ

ータリーから留学生を送っていただき、優位な存在を

育てていただければと思います。 

 さて、今回はロータリークラブの国際化についての

お話です。ガバナー事務所へ依頼して 2650地区の各ク

ラブの姉妹提携一覧表をいただきました。地区には 97

ＲＣがあり、姉妹クラブがあるのは 57クラブ、友好ク

ラブがあるのは 26 クラブ、まったく国際活動をされて

いないクラブは 14 クラブです。友好関係にあるのはア

メリカ 20クラブ、韓国 12クラブ、台湾とは 41クラブ

が提携しています。 

 近江八幡ＲＣはグランドラピッツの他に韓国清州Ｒ

Ｃとも姉妹クラブで以前は韓国に訪問して非常に丁寧

なおもてなしをしていただきましたが、今は日本語が

話せる会員が少ないこともあり疎遠になっています。 

 現在のロータリーは青少年育成に力を入れています。

大変素晴らしいことですが、現在の日本では家庭崩壊

が進んでいるように思います。日本の教育には疑問が

あると思います。現在の日本には高い学力を得ること、

偉くなりたいと思う子どもが少ないです。良い大学を

卒業しても幸せになれると思わない。家族の絆が弱ま

りつつある。日本の家庭は崩壊の手前です。若者は結

婚したがらなく、家族を持つことを望まない社会にな

りつつあります。 

今こそロータリークラブの出番です。私が言うまで

もなく、子どもたちの成長にもっと夢や希望を持って

もらえるように、家族の絆を深めるように、地域社会

に貢献できる、国際社会でも通用する子ども達を育て

ることに、皆さんが活動されることをお願いします。 

 
 

宮川 晃様（酒のさかえや） 

のお名前が間違っておりました。 
お詫びして訂正いたします 

 
 

 

 

 
５種類の武道体験教室に一般の申込み４７名と各武道

団体指導者及び道場生５５名の計１０２名の方にご参加

頂きました。皆様お疲れ様でした。 
ＺＴＶ「おうみ！かわら版」にて 13日 18時～、15日

15時の分まで放送回に放映されます。 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
髙田克重様 父 恬の葬儀の際は大変お世話になりあり

がとうございました（多額×10）ロータリー奨学会へ 
小西眞 旭日双光章を受賞に皆様に感謝（多額×2） 
長谷川卓 田原賢 辻雄一 藤井弘実 田中勝  
 小西先生旭日双光章受賞おめでとうございます 
長谷川卓 赤井紀之 中西祥文 村田宗一郎 

岡地先生本日はスピーチにお越しいただきありがと
うございます 勉強になりました 

赤井紀之 沖島イベントご参加の皆様ご協力ありがとう
ございました 

長谷川卓 田原賢 際田博巳 宮尾英昭 中島弘雅  
田畑昌人 辻雄一 

赤井井委員長 沖島イベントお疲れ様でした子供た
ちのスピーチがグランドラピッツへ届きますように 

永井智宏 従業員が結婚しました めでたいめでたい 
尾賀康裕 39回目の結婚記念日を祝って頂いて 39です 

本日のニコニコ 46,000 円 累計 1,021,000円 

近江八幡ロータリー奨学会 100,000円 

 
 

出 席 報 告  （10 月出席率 100.0％） 

例会日 会員数 当日出席者 メークアップ 出席率％ 

11/6 44 37 2 97.30％ 

10/23 44 37 4 100.0％ 

11/13 例会 11/20 例会 11/27 例会 12/4 例会 例会 毎週水曜 12：30～13：30 
会場 ホテルニューオウミ 2階 
事務局 近江八幡市鷹飼町 1481 

ホテルニューオウミ 9階 
TEL0748-34-8345 FAX0748-34-8346 
eMail omhachi33rc@gold.ocn.ne.jp 

財団月間スピーチ 

財団委員会 

地区パストガバナー 

刀根 荘兵衛様 

休 会 

（祝日を含む週の休会） 

会員スピーチ 

丹羽  茂 

年次総会 

新入会員スピーチ 

小川与志和 

 

会長(役・理) 長谷川 卓 会計(役・理) 鈴木 賢司 職業奉仕(理) 永井 智宏 情報・研修(理) 中野 勝次 

直前会長(役・理) 尾賀 康裕 会場監督(役・理) 丹羽 茂 社会奉仕(理) 中島 弘雅 副幹事(書記) 岡村 遍導 

会長ｴﾚｸﾄ(役・理) 辻  雄一 会員増強(理) 際田 博巳 国際奉仕(理) 赤井 紀之 副ＳＡＡ 村田宗一郎 

副会長(役・理) 藤井 弘実 公共イメージ(理) 松村 務 青少年奉仕(理) 際田 剛志   

幹事(役・理) 田原   賢 管理運営(理) 徳永 久志 財団・米山(理) 田中 勝 役：役員、 理：理事 

ニコニコ箱 （11/6分） 敬称略 

 

増強プロジェクトお客様 

駅前花壇きれいに植え替えできました 

青少年奉仕事業「武道体験教室」11/9 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ご来客  片岡 寿史様 

配布物  週報 俳句  

幹事報告 理事会報告 (1)親睦委員会新年夜間例会 

(2)中野勝次会員、坪田好平会員退会 

(3)青少年奉仕「武道体験教室」メークア

ップ扱い 

(4）プログラム委員会 12月、1月のゲスト

について、謝礼５千円と粗菓 

次週 11/20休会 

委員会報告 青少年奉仕 武道体験教室参加のお礼 
 
 

アメリカの教育や、ビジネス現場において Learning 
Curve いう言葉がよく使われます。学習曲線と訳され
ています。横軸が習得に要する時間を表し、縦軸が習
得された知識やパフォーマンスを表します。 何か習得
しようとする時、最初は成果が表れないのにある時点
で飛躍的に成果がでると言われています。  

 語学を習得する際も、停滞する期間が長く続くので
すが、続けていくうちに明
らかにステップアップする
時がきます。スポーツにお
いても、気が付けば非常に
高いパフォーマンスをあげ
ていることもあるのではな
いでしょうか。  

ロータリーについても同
様です。最初の頃はさっぱ
りわからないし、それ程興
味も持てなかったのが正直

なところですが、多くの仲間と経験を共有する中、時
間と共に自分の中で、学習曲線が上昇しているのを最
近実感することがあります。 私が、刀根様より翻訳委
員会にお誘い頂いたこともロータリーに向き合う一つ
のきっかけとなったと思います。皆さんも今日を良い
機会とし、ロータリーについて興味を深め、自らの曲
線を更に上げるきっかけにして頂ければと思います。  
  
 

ロータリー財団 

 ロータリー財団の父と呼ばれる６人目のＲＩ会長ア

ーチ・クランフは「ロータリーが基金をつくり、全世

界的な規模で慈善･教育･その他社会奉仕の分野で何か

よいことをしようではないか」と 1917年アトランタ国

際大会で提案した。この基金がやがてロータリー財団

に発展していく。 

 各地のロータリアンが目先の世界の出来事に目を奪

われている第１次世界大戦中に、アーチ･クランフの夢

が提起され

ロータリー

財団の原形

が誕生した。

アーチ･クラ

ンフは次の

ように述べ

た。「われわ

れはこの財

団を今日明

日の時点で

はなく、何年、

近江八幡ロータリークラブ 

会長テーマ 

第 2972回（No.16） 

2019.11.27 発行 

わがまち自慢 

安土町石寺の

教林坊。庭園は

小堀遠州作と

言われ、ただい

ま紅葉真っ盛

り。苔むした巨

石の庭園は、茅

葺の書院と合

わせ、侘び寂び

の隠れ里の風

情を醸し出し

ています。 
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地区スローガン 

2019-2020 

国際ロータリー会長 

Mark Daniel Maloney 

第 2650 地区ガバナー 

佐竹力總 

第 62代会長 長谷川 卓 

    幹事 田原 賢  

会 長 の 時 間   

講師 地区財団委員長 刀根荘兵衛様 

今日のプログラム 
開会点鐘 
ロータリーソング斉唱 
    「われらの生業」 
ご来客の紹介 
食事歓談 
会員のお祝い 
幹事報告 
委員会報告 
プログラム 
会員スピーチ 
         丹羽 茂 
助産師 斎藤智孝様 

出席報告 
ＳＡＡ報告 
「四つのテスト」斉唱 
閉会点鐘 



何世代の尺度で見つめるべきである。なぜならロータ

リーは幾世紀にもわたる運動だからである。」ロータリ

ーを不滅にする手段として基金を構想した。 

ポール･ハリス･フェロー 

 1947年１月 27日にポール･ハリスがイリノイ州シカ

ゴの自宅で亡くなった。ポールの逝去に寄付が国際ロ

ータリーに相次いで寄せられた。財団は、ポール･ハリ

ス記念基金を設け、ポールに敬意を表したいロータリ

アンに対して財団寄付をお願いした。後にロータリー

国際親善奨学金、未来の夢計画の奨学金へと発展し続

けていく。  

 1957 年に、ロータリー財団は、財団の活動に寄付した

人々への感謝を示す手段として、ポール･ハリス･フェロ

ーの認証を開始した。財団に 1,000 ドルを寄付すると、

ポール･ハリス･フェローとして認証される。2013 年６月

時点でポール･ハリス・フェローの数は世界で 140 万人以

上に達している。 
ポリオプラスプログラム 

 保健、飢餓追放および人間性尊重プログラム開発のた

めの 75 周年記念基金（1979-80）を設けることを決定し

た。国際間の理解･親善および平和を促進するための方法

として、人々の健康状態を改善し、飢餓を救済し、人間

的社会的向上発展を図ることである。ロータリーは、個

人奉仕から一歩踏み出して、新しい道を歩み出した。こ

の 3-Ｈ プログラムから、ポリオプラスプログラムやロー

タリーボランティア･プログラムが 生まれた。1985 年に

ロータリー 100 周年の 2005 年までにポリオの撲滅を目

指し、ポリオプラスプログラムをスタートさせた。2018
年までにポリオフリーとなることを目指している。 

ロータリー平和フェローシップと未来の夢計画 

 さらに 2002 年には、世界７カ所８大学をパートナー

大学に指定し、世界平和奨学金（現在のロータリー平和

フェローシップ）を発足させた。世界のニーズに対応す

るために、ロータリー財団の奉仕活動が大幅に増え続け

ている中、手続きの簡素化と同時に奉仕の大いなる成果

が望まれるようになった。2008 年６月の理事会で、ロー

タリー財団の未来の夢計画を承認した。2010 年７月から

2013 年６月まで、世界 100 地区で未来の夢計画がスター

トし、2013 年７月１日より、世界中で未来の夢計画を

展開することになった 
 
 
地区財団委員長 ＰＧ 刀根荘兵衛様（敦賀 RC） 

 本日はよろしくお願いいたします(多額) 

田中勝 刀根ＰＧ本日はありがとうございます 貴重な

るスピーチを頂いて感激しています（多額） 

長谷川卓 田原賢 際田博巳  

髙木信彦 岡村遍導 

赤井紀之 塚本毅 刀根委員長 本

日はお忙しい中お越しいただき

ありがとうございました 

長谷川卓 片岡君 今日はようこそ！

入会お待ちしています 

長谷川卓 田原賢 髙木信彦 

宮尾英昭 藤井弘実 

岡村遍導 中島弘雅 秋村昂 武

内健斗 丹羽茂 田中勝 

村田宗一郎 青少年奉仕事業 際

田剛志君 お疲れ様でした 柔

道着姿も格好よかったです 

タオルありがとう！ 

際田剛志 武道体験教室参加の皆様ありがとうございま

した 無事に事故無く開催できました 本日 18 時

からＺＴＶ近江かわら版にて体験教室１５日まで繰

り返し放映されます ご確認よろしくお願いします 

際田博巳 11月 9日武道体験教室に参加の皆様お世話に

なりました 感謝です 

長谷川卓 情報集会ご参加頂

きありがとうございまし

た 

際田博巳 田畑昌人 長谷川

会長情報集会お世話にな

りありがとうございまし

た 

辻雄一 昨日の情報集会ご参

加ありがとうございまし

た 

田中勝 辻篤司 村田良平 武内健斗 雄一さん情報集

会ご参加頂きありがとうございました！楽しかった 

中島弘雅 花壇植え替え作業参加の皆様お疲れ様でした 

田原賢 社会奉仕 中島君お疲れ様でした 

田中勝 花壇植え替え作業中島委員長お疲れ様でした 

家内が来て帰りました 家内の新たな行動に感謝 

丹羽茂 長谷川卓 村田宗一郎 廣内太嘉男 

 クラブコンペ参加の皆様ご苦労様でした 藤井さん

優勝おめでとうございます 

藤井弘実 コンペ久しぶりに優勝できました メンバー

に恵まれてということしておきます 

田畑昌人 藤井さん優勝おめでとうございます 永井さ

ん篤司さんもう少し頑張りましょう 

立木健 五十肩を患って 9ヶ月…やっと終息してきて！ 

立木健 プライベートで赤井君に大変お世話になって 

辻雄一 早退お許しください 

川端五兵衞 誕生日と結婚記念日を祝っていただいて 

秋村昂 廣内太嘉男 結婚記念日を祝っていただいて 

辻篤司 妻の誕生日と結婚記念日を祝っていただいて 

本日のニコニコ 90,000 円 累計 1,111,000円 
 

  ヴォーリズ学園インタアクトクラブ例会情報 

 11月 29日（金）13：00～13：20 場所：大教室 

 12月 17日（火）13：00～13：20 場所：大教室 
 

 

出 席 報 告  （10月出席率 100.0％） 
例会日 会員数 当日出席者 メークアップ 出席率％ 

11/13 43 37 2 94.74％ 

10/30 43 37 4 100.0％ 

11/27 例会 12/4 例会 12/11 例会 12/18 例会 例会 毎週水曜 12：30～13：30 
会場 ホテルニューオウミ 2階 
事務局 近江八幡市鷹飼町 1481 

ホテルニューオウミ 9階 
TEL0748-34-8345 FAX0748-34-8346 
eMail omhachi33rc@gold.ocn.ne.jp 

会員スピーチ 

丹羽  茂 

年次総会 

新入会員スピーチ 

小川与志和 

ゲストスピーチ 

近江八幡安全教育 

センター  

会員スピーチ 

岳 尋幸 

ニコニコ箱 （11/13分） 敬称略 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

配布物  週報 俳句  2019年定款細則変更内容 

幹事報告 12/4例会終了後 定例理事会開催 

委員会報告 地区国際奉仕委員会 世界大会説明会 
 
 

先日、標準ロータリークラブ定款改訂に伴う当クラ

ブ細則改定についての通知が届いたと思います。これ

は、当クラブのメークアップに関する細則の規定を変

更するために必要な手続きです。我がクラブにはクラ

ブ定款細則があります。それは私たちクラブの方針や

手続きを定め、クラブの指針となる文章です。同じよ

うに RIにも RI定款や RI細則があり、それに基づき国

際ロータリーは運営され、各地区やクラブの指針とな

っています。 

ＲＩ定款は 16 条からなり、定義、名称および性格、

ＲＩの目的、ロータリーの目的、会員、理事会、役員、

管理、国際大会、規定審議会、会費、財団、会員の称

号と徽章、細則、解釈の仕方、および改正の主条項を

規定しています。私たちを含む、すべての加盟クラブ

は、この定款に抵触しない標準クラブ定款を採用しな

ければなりません。 

先日、標準ロータリークラブ定款改訂に伴う当クラ

ブ細則の改訂についての通知をお配りしました。これ

は、当クラブのメークアップに関する細則の規定を変

更するために必要な手続きです。 

このＲＩ定款と標準クラブ定款は、規程審議会の投

票により改正することができます。この規定審議会は

ＲＩの立法機関で、職権上の資格を持つ数人とロータ

リー地区から各１名の代表議員で構成され、３年に１

度開催されます。定款の変更をしたい場合は、まず地

区に立法案を提出し、地区で承認された後に規定審議

会に諮られることになります。そして世界中から提出

された立法案を審査し、承認されて初めて定款が改訂

されます。今年 2019年の７月にその規定審議会が開催

され、クラブと地区に関連する幾つかの重要な変更が

加えられました。それに伴い我がクラブの標準クラブ

定款も変更となります。 

一方、クラブ細則は標準クラブ定款を補足し、クラ

ブの慣習を反映させて適宜変更を加え、RI 定款、RI

細則、標準ロータリークラブ定款、ロータリー章典と

矛盾していないことを確認しながら作成できます。細

則はいかなるクラブ例会においても改正することがで

きます。１０日前に各会員に書面による通知を行い、

投票の定足数（クラブ会員総数の 1/3）を満たす会員

が出席する例会で、全票の 2/3 が変更を支持すれば、

良いのです。 

来週の 12月 4日のクラブ総会で、前述の例会出席の

メークアップ可能期間について皆さんの審議を仰ぐこ

とになります。 

米山記念奨学会  米山功労者 

近江八幡ロータリークラブ 

会長テーマ 

第 2973回（No.17） 

2019.12.4 発行 

わがまち自慢 
滋賀県発祥の飛

び出し坊や 

市内でザクっと

確認しただけで

も２０種類以上

ありました。写

真に撮ったり、

インスタにあげ

たりするマニア

もいます。意識

してみると結構
面白いですよ。 
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地区スローガン 

2019-2020 

国際ロータリー会長 

Mark Daniel Maloney 

第 2650 地区ガバナー 

佐竹力總 

第 62代会長 長谷川 卓 

    幹事 田原 賢  

  会 長 の 時 間   ロータリーの規則 

今日のプログラム 
開会点鐘 
国歌「君が代」斉唱 
ロータリーソング斉唱 
「輝け我らのロータリー」 
ご来客の紹介 
食事歓談 
会員のお祝い 
幹事報告 
委員会報告 
プログラム 
 年次総会 
新入会員スピーチ 
 小川 与志和 

出席報告 
ＳＡＡ報告 
「四つのテスト」斉唱 
閉会点鐘 



 

 

 

私は高校３年生の時

に姉の出産に立ち会い、

「命の誕生」 に感動し

ました。助産師になり

たいと思った瞬間です。

赤ちゃんは、生きるた

めの力を持って必死で

お腹から生まれてきて

くれます。どういう状

況であっても、「生きる力を持って生まれてきてくれて

ありがとう」と喜び、その生命力に感動する。この生

命力こそ私の助産師の仕事の原動力や、パワーの源で

あり、醍醐味、やりがい、達成感、継続の力にもなっ

ています。 
時代の流れの変化を感じます。パソコンや携帯電話

といったＩＴ 技術の進化により、物の多さ、情報の多

さに翻弄される人も多く、人々の心のありようも変わ

ってきました。産後の母親の自殺、虐待、育児放棄、

事件犯罪など、子育て環境に関する様々な問題と向き

合い、自分にできることを精一杯考えて、一日一日を

過ごしています。私自身６０歳を目前にして、世代交

代の準備も考えなければなりません。素晴らしい助産

師の仕事を何とか後輩に引き継いでいきたいと、同じ

思いを持つ仲間と開業助産師を養成するための活動を

始めました。 
マタニティメンタルヘルス、産後ケア、子育て世代

包括支援など、国を挙げての政策が進んでいますが、

もっともっとシンプルに生活の中で人を捉えて支援し

ていかなければならないという事を多くの人に知って

いただきたいと思います。産婦人科、小児科、精神科

の医師と相談が欠かせないケースもありますが、生物

学的に産むこと、生まれること、生きていることをも

っともっと純粋に単純に考えていく必要があるのだと

思います。孫の世代、次の世代、この先も人類が幸福

に生きていられるよう、今できることを精一杯して生

を全うしたいですね。 
お産と子育てを支える会を支援してください 
産科が縮小していく中、助産師は、妊娠・出産・子

育ての三つの段階で継続的にママに寄り添う活動をし

ています。助産師養成講座を開き、多くの助産師が地

域で開業できる基盤づくりをサポートしています。子

育てに優しい地域を作りたいです。ママに寄り添う助 
産師活動を応援してください。

にじまちサポーターズ「お産と子育てを支える会」 

助産師はママの生き方をまるごと支えます。ママに寄

り添う助産師活動にご支援お願いします。 
 

 

長谷川卓 田原賢 丹羽茂 武内健斗 

 齋藤様貴重なお話ありがとうございました 

尾賀康裕 先日あろうこ

とかホールインワン

をやってしまいまし

た 嬉しさ半分困惑

半分でニコニコも半

分！（takusan ﾆｺﾆｺ） 

田原賢 情報集会ご参加

の皆様ありがとうご

ざいました 拙いホストで申し訳ありませんでした 

大嶋英寿 小西眞 宮尾英昭 小川与志和 際田剛志 

 田原さん情報集会お世話になりありがとうございま

した お疲れ様でした 

鈴木賢司 情報集会では健康チェックにご協力いただき

ありがとうございました 

中島弘雅 中西祥文 廣内太嘉男 

 鈴木さん情報集会お世話になりました 

藤井弘実 第３組の皆さん活発な議論ありがとうござい

ました 

村田宗一郎 塚本毅 立木健  

 藤井さん情報集会ありがとうございました 

松村務 楽しい情報集会ができました 

赤井紀之 岡田三正 髙木信彦 中田全一 

 松村務さん情報集会ありがとうございました 

長谷川卓 丹羽茂 田畑昌人 廣内太嘉男 永井智宏 

 ４Ｃゴルフコンペ参加の皆さんお疲れ様でした 

永井智宏 この２週間色々な人に多大にお世話になりま

した深くお礼申し上げます 

岡田三正 早退お許しください 

長谷川卓 田原賢 宮尾英昭 岡田三正 際田博巳 

鈴木賢司 徳永久志 中田全一 米山功労賞を頂いて 

中西祥文 誕生日を祝っていただいて 

松村務 岡村遍導 結婚記念日を祝っていただいて 

中田全一 妻の誕生日を祝っていただいて 

永井智宏 入会記念日を祝っていただいて 

本日のニコニコ 78,000 円 累計 1,189,000円 
 

出 席 報 告  （11月出席率 98.60％） 

例会日 会員数 当日出席者 メークアップ 出席率％ 

11/27 43 34 1 94.44％ 

11/6 43 36 3 100.0％ 

12/4 例会 12/11 例会 12/18 例会 12/25 例会 例会 毎週水曜 12：30～13：30 
会場 ホテルニューオウミ 2階 
事務局 近江八幡市鷹飼町 1481 

ホテルニューオウミ 9階 
TEL0748-34-8345 FAX0748-34-8346 
eMail omhachi33rc@gold.ocn.ne.jp 

年次総会 

新入会員スピーチ 

小川与志和 

ゲストスピーチ 
近江八幡安全教育 

センター 

「セーフティードライブ」 

会員スピーチ 

岳 尋幸 

会員スピーチ 

永井 智宏 

ニコニコ箱 （11/27分） 敬称略 

助産師の立場から伝えたいこと 

さいとう助産院 齋藤智考
ち た か

様 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

配布物  週報 俳句   

幹事報告 定例理事会開催 
 
 

ゼルス移籍や清宮の入団など北海道日本ハムファイ

ターズの動向への関心、キタサンブラックの活躍、葛

飾北斎展覧会の盛況などが理由だそうです。  

昨年は「災」北陸豪雪、西日本豪雨、大阪府北部地

震、北海道東部地震、台風 21号などの自然災害の脅威、

スポーツ界に於けるパワハラ問題や財務省の公文書改

竄問題など人為的災害が顕著であったこと、7、8月に

酷暑となり、災害級の暑さという表現が気象庁によっ

て用いられたこと、免振装置のデータ偽造、スーパー

ボランティアの活躍など災害に対する意識に影響する

出来事があったことなどが選考の理由だそうです。さ

て、今年はどんな漢字が選ばれるのでしょうか？私な

りに考えてみて、「混」混ざるという字を選んでみま

した。観光庁を中心としたインバウンド政策により今

年訪日外国人旅行者が 3,000 万人を超えようとしてい

ます。2003 年には 521 万人だったことを考えると大幅

に増加しています。2020年には 4,000万人突破を目標

としています。今、日本の歴史上最も多くの外国人が

訪れてきており、観光地などは多くの人が混ざり合い

坩堝と化しているのを肌で感じることができるではな

いでしょうか？  

また、先日のラグビーワールドカップでの日本代表

メンバーは３1人中、海外出身選手１5人 7か国からの

混合チームでした。大阪なおみ、サニーブラウン、ケ

ンブリッジ飛鳥、八村塁、松島幸太郎、オコエ瑠偉な

ど混血のアスリートが活躍した一年でもありました。  

 また、米中関係、南北朝鮮半島、香港情勢、ブレグジ

ットなど世界情勢も日々混沌としており、先が読めな

い時代ではないかと思います。  

 さて、皆さんはどんな一字を思い浮かべるでしょう

か？来週の発表を楽しみにしたいと思います。  

 

近江八幡ロータリークラブ 

会長テーマ 

第 2974回（No.18） 

2019.12.11 発行 

わがまち自慢 
安土駅 1914 年
(大正３年)４月
25 日、日本国有
鉄道東海道本線
の駅として開業
した安土駅。 
2017 年に築 100
年以上の JR安土
駅舎が建て替え
られ今年 11 月
30 日織田信長の
居城・安土城を
描いた巨大なイ
ラストでラッピ
ングされた。３
年間見られる。 
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地区スローガン 

2019-2020 

国際ロータリー会長 

Mark Daniel Maloney 

第 2650 地区ガバナー 

佐竹力總 

第 62代会長 長谷川 卓 

    幹事 田原 賢  

会 長 の 時 間   漢字の話 

今日のプログラム 
開会点鐘 
ロータリーソング斉唱 
「輝け我らのロータリー」 
ご来客の紹介 
食事歓談 
会員のお祝い 
幹事報告 
委員会報告 
プログラム 
 ゲストスピーチ 
近江八幡安全教育ｾﾝﾀ- 
川嶋道夫氏 

出席報告 
ＳＡＡ報告 
「四つのテスト」斉唱 
閉会点鐘 



 
 

私は創業文久３年の和菓子店「和た与」の長男とし

て生まれました。生まれながらに店の名前を背負う窮

屈な幼少期を送りました。ですから子どもらしさのな

い性格だったと思います。 
家業を継ぎ順調に家庭も出来きました。２８歳で青

年会議所に入会し、初めて社会的な活動に身を投じま

した。地域活動の楽しさや、新しい仲間の出来る楽し

さを経験しました。が、順調だった生活が３５歳の時

の火災で全て失われました。住居や仕事を失うことも

大きかったのですが、４人の家族を失うというどん底

をみることになりました。 
ただ、隣の家も焼け

てしまい、悲しみに打

ちひしがれる時聞はあ

りませんでした。すぐ

さま補償問題に直面し

ました。責任を痛感し

通常の倍の値段をお支

払いしました。当時は

苦渋の決断でしたが、

今は厳しい中、間違いのない判断が出来たと自負して

おります。 
火災から半年、再建を果たし営業を再開しました。

現在ロータリーのメンバーの中にも、 当時の店舗の再

建にお力添えを頂いた方がたくさんおられます。お客

様はもちろん、力を 頂いた仲間、地械の皆さんに恩返

しすべくこれからの人生を尽くしたいと考えています。 
年齢はそれなりに重ねましたが、まだまだ未熟者で

す。ロータリーでは皆さんからもたくさんの学びを頂

きたく、活動に参加させて頂きたいと思います。何卒

よろしくお願いいたします。 

MyRotary 活用マニュアル 

「My Rotary」とは、ご登録いただくことでロータリー

の活動や地区・クラブ運営に必要な情報やデータを随

時入手できる便利なシステムです。クラブ会長、幹事、

事務局職員の方にとっては、「ロータリー・クラ ブセ

ントラル」（寄付目標、会員増強目標の設定）、会員情

報（入退会更新）、半期報告書、人頭分担金の請 求書

発行等、地区、クラブ運営にとって不可欠なオンライ

ンシステムとなります。 

登録方法の詳細は事務局までお問い合わせ下さい！ 

 
 

 

辻 雄一 本日の総会にて次年度の役員理事の承認を

頂きありがとうございました(takusan ﾆｺﾆｺ) 

長谷川卓 次年度役員理事の皆様よろしくお願いします 

田原 賢 小川さんスピーチありがとうございました 

勇気を頂きました！！(takusan ﾆｺﾆｺ) 

長谷川卓 武内健斗 村田宗一郎 岡村遍導 際田博巳 

 小川君スピーチありがとうございました 

秋村 昂 藤井さん情報集会ありがとうございました 

長谷川卓 田原 賢 髙木信彦 中田全一  

 ポールハリスフェローマルチプルを頂いて 

際田剛志 ポールハリ

スフェローを頂い

て 

松村 務 ポールハリ

スフェローとベネ

ファクターを受け

て 

岳尋 幸 米山功労賞

を頂いて 

永井智宏 遅刻お許しください 

岡田三正 村田良平 妻の誕生日を祝っていただいて 

本日のニコニコ 48,000 円 累計 1,237,000円 

 

● 地区公示 ● 
国際ロータリー第 2650 地区 2022－23 年度 

ガバナー候補者の推薦 
2022－23 年度の当地区のガバナーについて、2019 年

12月 7日（土）京都ホテルオークラにて国際ロータリ

ー細則 12.030.1 に基づき「地区ガバナー指名委員会」

が開催され、慎重審議の結果、2022－23年度当地区ガ

バナー候補者として、近江八幡ロータリークラブ会員 

尾賀康裕君を推薦することに決定致しました。公示期

間は、国際ロータリー細則 12.030.7に準拠し、地区ガ

バナー指名委員会によるガバナー選出公表を 2019 年

12月 9日（月）とし、2019年 12月 22日（日）を以っ

て、公示期限とします。 
2019－20年度ガバナー 佐竹力總  

出 席 報 告  （11月出席率 100.0％） 

例会日 会員数 当日出席者 メークアップ 出席率％ 

12/4 43 37 2 94.74％ 

11/13 43 38 2 100.0％ 

12/11 例会 12/18 例会 12/25 例会 1/1 例会 例会 毎週水曜 12：30～13：30 
会場 ホテルニューオウミ 2階 
事務局 近江八幡市鷹飼町 1481 

ホテルニューオウミ 9階 
TEL0748-34-8345 FAX0748-34-8346 
eMail omhachi33rc@gold.ocn.ne.jp 

ゲストスピーチ 
近江八幡安全教育 
センター 川嶋道夫様 

「セーフティードライブ」 

会員スピーチ 

岳 尋幸 

休 会 

定款第８条第１節 

休 会 

定款第８条第１節 

 

会長(役・理) 長谷川 卓 会計(役・理) 鈴木 賢司 職業奉仕(理) 永井 智宏 情報・研修(理) 田中 勝 

直前会長(役・理) 尾賀 康裕 会場監督(役・理) 丹羽 茂 社会奉仕(理) 中島 弘雅 副幹事(書記) 岡村 遍導 

会長ｴﾚｸﾄ(役・理) 辻  雄一 会員増強(理) 際田 博巳 国際奉仕(理) 赤井 紀之 副ＳＡＡ 村田宗一郎 

副会長(役・理) 藤井 弘実 公共イメージ(理) 松村 務 青少年奉仕(理) 際田 剛志   

幹事(役・理) 田原   賢 管理運営(理) 徳永 久志 財団・米山(理) 田中 勝 役：役員、 理：理事 

     

会員スピーチ 小川与志和 

   

ニコニコ箱 （12/4分）  敬称略 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

配布物  週報 俳句   

幹事報告 理事会報告  

①12/25休会 5/20会員スピーチ永井智宏 

②下期プログラム  

③1/15ゲストスピーチ酒の提供について 

④インターアクト・びわ湖八幡 RC・近江八幡 RC合同

例会開催２/19(水)詳細は後日 

⑤会員退会に伴う後任者選任 ・Ｒ情報研修委員長田

中勝君 ・職業奉仕委員会副委員長 松村務君 

⑥ロータリーカード利用 オリコカード 

⑦その他年末年始の事務局休局 12/23(月)～1/4(日)

公休（12/23～26有給休暇） 

・事務局員の賞与ピアノ伴奏者寸志支給 

・新年夜間例会事務局参加費用負担 

・蒲生野会「新春ふれあい寄席」名義後援 
委員会報告 広報委員会 事業開催の寄稿依頼 
 ＧＧ委員会 モンゴル事業の冊子を地区国際奉仕委

員会にて作成  ＳＡＡ ニコニコのお願い 

 

 

クリスマスと言えば、キリスト教ではイースターに

並ぶ最大イベントです。日本では、クリスチャンは世

界の宗教人口分布に反し非常に稀な存在で、人口の

1.5％足らず、190万人位だそうです。その内カトリッ

クが 44万人を占めています。私は日本聖公会という宗

派に属しており、日本での信者数は約 48,000人。聖公

会とは英国国教会の系統で、１６世紀に時の国王ヘン

リー８世がカトリック教皇庁から離れ独立した教会と

なりました。プロテスタントに分類されますが、他の

プロテスタント諸派とは違い、教義上の問題ではなく

ヘンリー８世の離婚問題が原因で、カトリック自体は

否定せず分離したため、典礼的にはカトリックと共通

点が多いです。カトリックの神父は結婚を許されてい

ませんが、聖公会の牧師が結婚することができるのも

ヘンリー８世が 6 回結婚した自由な人であった事が理

由かもしれません。 

日本には 11の教区があり、私の属する京都教区は京

都、滋賀、奈良、福井、富山を含み、本山ともいえる

大聖堂は御所の横の聖アグネス教会です。父が牧師で

教会で育った私が見た限り、信者さんは非常に敬虔で

熱心な方が多く、毎週日曜日の礼拝には欠かさず出席

し、社会奉仕活動も熱心で、家庭に問題のある子ども

や病気の人にいつも祈りを捧げ寄り添われていたのが

印象的でした。 

 ロータリー活動を続ける中、キリスト教との共通点

が多くあるのに気が付きます。例会に必ず参加する事。

地区と教区の関係。奉仕の理想。礼拝の事を英語では

Service と言います。メンバー間の絆や親睦を大事に

する事。4 つのテスト。例会開始を鐘で始める。歌を

唄う。超我の奉仕。隣人を愛する。などなど。 

ロータリーの理念は２０世紀初頭のアメリカという

歴史的・地理的・宗教的制約の中に誕生し、共通点も

多くありますが、その限界を超えた普遍的・世界的価

値を認める人も多くいます。台湾出身の元 RI会長ゲイ

リーホアンさんは、孔子を「世界最初のロータリアン」

と呼んでいます。日本で

も二宮尊徳を「ロータリ

アン以前のロータリア

ン」と表現されることも

あります。また、仏教・

儒教や、日本の商人道・

商道徳とロータリー理

念との類似点もよく語

られます。最澄の「忘己

近江八幡ロータリークラブ 

会長テーマ 

第 2975回（No.19） 

2019.12.18 発行 

わがまち自慢 
旧八幡郵便局 
1909 年近江八幡
最初の郵便局とし
て始まる。1921年
（大正 10年）ウィ
リアム・メレル・
ヴォーリズによっ
て増改築。郵便局
として使われなく
なった後は資料展
示やギャラリー、
雑貨販売等の場と
なっている。 
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地区スローガン 

2019-2020 

国際ロータリー会長 

Mark Daniel Maloney 

第 2650 地区ガバナー 

佐竹力總 

第 62代会長 長谷川 卓 

    幹事 田原 賢  

会 長 の 時 間  キリスト教とロータリー 

今日のプログラム 
開会点鐘 
ロータリーソング斉唱 
「輝け我らのロータリー」 
ご来客の紹介 
食事歓談 
会員のお祝い 
幹事報告 
委員会報告 
プログラム 
 会員スピーチ 

岳 尋幸 君 
出席報告 
ＳＡＡ報告 
「四つのテスト」斉唱 
閉会点鐘 



利他」、近江商人の「三方よし」、大丸の家訓「先義

後利」など。共通性は、ロータリー理念の普遍性や、

「正しい生き方」「善き生き方」に対する世界共通の

考え方を示しているのではないでしょうか？ 

  

 

 
 

ドライバーのちょっと

した油断や交通ルール違

反が、交通事故の原因にな

ります。運転する上で重要

な心構えをもっておくこ

とが、事故に巻き込まれな

いコツです。自動車などの

運転の場合は、交通ルール

を守るだけはなく、歩行者や自転車に注意を払い、細

かい道路状況に応じた安全運転が求められます。 

 まず第一に人の命を大事に思う心が安全運転のコツ

です。自分の家族が交通事故にあったらどうします

か？道路に歩いている全ての歩行者、自転車を運転し

ている人、まわりのドライバー、すべてを自分の家族

のように考えてアクセルやブレーキを踏みましょう。

そう思えば、クラクションを鳴らし過ぎたり、スピー

ドを上げてあおったりすることも無くなるはずです。 

交通ルールは、道路を安全に整理するための大切な

約束事です。交通規則を守ることは、運転手の重要な

履行義務でそれを守ることは、道路を歩く歩行者の命

を守ることです。「コンビニで買い物したいからちょ

っとだけ」という意識で、交差点近くで自動車を止め

てしまうことも、まわりのドライバーへ迷惑をかけ、

交通事故を起

こすきっかけ

になります。

「自分だけは

許されるだろ

う」という意識

を捨てること

が安全運転の

コツです。 

道路状況はいつも変化しています。したがって、そ

の変化に応じて安全運転をする必要があります。その

ためには、絶えず注意力を上げて集中して運転するこ

とが重要です。一瞬も心に隙があってはならないので

す。最近は、スマホを片手に WEB を見たり、メールを

読んだり（書いたり）電話をしたりしているドライバ

ーがいます。また、カーナビを注視して、道路状況に

対して注意が散漫になることがあります。運転中は、

対にスマートフォンを操作してはいけません。「なが

ら運転」は、もっとも危険な運転となります。運転に

集中することが安全運転のコツです。 

自分に都合良く予測することは「だろう運転」と言

われ、交通事故の大きな要因になります。「大丈夫だ

ろう」という心の隙が危険な事故を出してしまいます。

「お先にどうぞ」という、譲り合いの精神が安全運転

のコツです。 

また「私は事故を起こしたことがない！」といった

矢先、事故を起こすことがあります。このような過信

は油断につながるのです。心に余裕と車間距離をもっ

た安全運転をお願いいたします。 
 

 

 

髙木信彦 川嶋道夫様ありがとうございました 

長谷川卓 田原賢 川嶋様ありがとうございました 

際田博巳 宮地和彦さんよう

こそ近江八幡ＲＣにお

越し頂きました。 

長谷川卓  田原賢  中西祥文 

宮地さん早期の入会お

待ちしています 

中島弘雅 皆様車間距離と一

旦停止には十分に気を

つけてください 

永井智宏 交通事故と私の場合は泥酔事故にも十分注意

します 川嶋様スピーチありがとうございました 

田畑昌人 田原さん昨日は素敵なお店を紹介していただ

きありがとうございました 

丹羽茂 長谷川会長昨日はありがとうございました 

宮尾英昭 ちょっと良いことがあり・・・ウフ！！ 

丹羽茂 昨日の銀行のコンペで長谷川会長に負けました 

悔しい～～ 

辻篤司 ベネファクター認証の表彰頂いて 感謝 

小西眞 遅刻お許しください 

際田剛志 赤井紀之 妻の誕生日を祝っていただいて 

髙木信彦 結婚記念日を祝っていただいて 

本日のニコニコ 30,000 円 累計 1,267,000円 
 

 

出 席 報 告  （11月出席率 100.0％） 

例会日 会員数 当日出席者 メークアップ 出席率％ 

12/11 43 32 3 88.89％ 

11/27 43 38 2 100.0％ 

12/18 例会 12/25 例会 1/1 例会 1/8 例会 例会 毎週水曜 12：30～13：30 
会場 ホテルニューオウミ 2階 
事務局 近江八幡市鷹飼町 1481 

ホテルニューオウミ 9階 
TEL0748-34-8345 FAX0748-34-8346 
eMail omhachi33rc@gold.ocn.ne.jp 

会員スピーチ 

岳 尋幸 

休 会 

定款第８条第１節 

休 会 

定款第８条第１節 

新年夜間家族例会 

例会 18時～ 

懇親会 18時 30 分～ 
 

会長(役・理) 長谷川 卓 会計(役・理) 鈴木 賢司 職業奉仕(理) 永井 智宏 情報・研修(理) 田中 勝 

直前会長(役・理) 尾賀 康裕 会場監督(役・理) 丹羽 茂 社会奉仕(理) 中島 弘雅 副幹事(書記) 岡村 遍導 

会長ｴﾚｸﾄ(役・理) 辻  雄一 会員増強(理) 際田 博巳 国際奉仕(理) 赤井 紀之 副ＳＡＡ 村田宗一郎 

副会長(役・理) 藤井 弘実 公共イメージ(理) 松村 務 青少年奉仕(理) 際田 剛志   

幹事(役・理) 田原   賢 管理運営(理) 徳永 久志 財団・米山(理) 田中 勝 役：役員、 理：理事 

     

ゲストスピーチ 近江八幡安全教育センター 

川嶋道夫様 「セーフティードライブ」 

ニコニコ箱 （12/11分）  敬称略 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

配布物   週報 俳句 職業奉仕講演会案内 

幹事報告  12/25・1/1 は休会 1/8新年夜間例会 

 1/8 定例理事会 16時～ 

 理事会提出議案は 1/7迄 

 事務局休局 12/23(月)～1/4(日)  
委員会報告 職業奉仕 2/24地区職業奉仕講演会 

 

 

２０２０年新年明けましておめでとうございま
す。新春を迎え、皆様には穏やかなお正月をお過
ごしになられた事とお慶び申し上げます。近江八
幡 RC では「手に手を」をテーマとして活動を実
施して参りましたが、皆さんの積極的なご参加に
より、充実した上半期を過ごすことができました。
下半期も引き続き、共にロータリーを楽しみなが
ら活動を継続していきたいと思いますので、皆様
の温かいご指導、ご鞭撻の程よろしくお願い申し
上げます。 

 

棲家の変遷（12/18） 
私は今までに２０回以上

違う住所に移り住んできま

した。生まれは富山市で４

年間。京都に１２年間。16

歳から 7 カ月間イギリスの

バーミンガムでホームステ

イし、アメリカ東海岸にあ

るニューイングランドのコ

ネチカットとバーモント州

で高校・大学を卒業するま

で 7 年間過ごしました。大学最後の年は、交換留学で

イギリスのオックスフォードで半年間すごしました。

卒業後、日本で就職し、営業として名古屋で１年、２

年目からは本社のあった兵庫県加古川市に２年。神戸

市西区の寮で２年。須磨区のマンションに 1年。1993

年からはイギリスに３年間赴任、1996年から 4年間ア

メリカのシカゴに赴任。2000 年に帰国後、しばらくは

元の須磨区のマンションに住んでいたのですが、2001

年に会社を退社し、近江八幡に移り住んできました。  

まとめてみますと富山が４年。京都が 12年。名古屋

が 1年。兵庫が 6年。イギリスが 4年。アメリカが 12

年。そして近江八幡に住んで 20年になりました。 

よく一番良かった場所はどこかと聞かれます。なか

なか甲乙つけ難いのですが、住みやすさでアメリカ。

仕事や医療・子育て面などを考慮すると、社会保障が

一番整っているが日本なので、一番安心して暮らせて

いると思います。私は、どこでも住めば都だと思って

おり、それぞれの場所で適応しながら、楽しく過ごし

てきました。私にとってのマイホームとは、どんなに

酔っぱらって記憶がなくても帰れるところかもしれま

せん。  

会社員時代に母を訪ねて近江八幡を訪れたときにも、

独特の時間の流れ方が好きでした。雄大な自然、歴史

と文化、豊富で新鮮な食材など非常に魅力に感じると

ころが多いです。仕事も順調に進み、充実した子育て

をすることができたと思っています。近江八幡ロータ

リクラブにも入会させて頂き、これからはこの街に何

か恩返しができるようになりたいと思っています。  

移住してきた当時の市長、川端五兵衛さんが、よく

終の棲家について語っておられました。そして当時の

五兵衛さんのまちづくりに対する熱意に非常に感銘を

受けました。これから先、私もこの終の棲家で楽しく

生活し、少しでも皆さんのお役に立てるよう頑張りた

いと思います。  

近江八幡ロータリークラブ 

会長テーマ 

第 2976回（No.20） 

2020.1.8 発行 

わがまち自慢 
今年は暖冬。雪
化粧がいまだ見
られないのは喜
んでいいのか悪
いのか。県内の
スキー場も滑走
不能。雪が少な
い年は琵琶湖の
水質も心配にな
ります。雪化粧
の八幡堀を見に
いくのが待ち遠
しい。 
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地区スローガン 

2019-2020 

国際ロータリー会長 

Mark Daniel Maloney 

第 2650 地区ガバナー 

佐竹力總 

第 62代会長 長谷川 卓 

    幹事 田原 賢  

会 長 の 時 間   

今日のプログラム 
開会点鐘 
国歌「君が代」斉唱 
ロータリーソング斉唱 
「奉仕の理想」 
ご来客の紹介 
会員のお祝い 
幹事報告 
委員会報告 
出席報告 
ＳＡＡ報告 
「四つのテスト」斉唱 
閉会点鐘 
 
新年夜間家族懇親会 
 親睦委員会 



   
 

年末という事で、神社

総代会が作った「お祭り

の手引き」についてお話

をさせて頂きたいと思い

ます。 

近江八幡市内には６９

の神社があり、神主は１

１人です。私どもでは１

３の神社のうち１２の神

社は日頃総代さんにお任

せしてお祭りの時だけ参

加させていただいていま

す。総代の方々には本当にご協力をいただけないとい

けない状況です。 

神様のお住まいである境内は、清々しい景観となる

よう日常的な管理に務めていただき、お祭りの際は社

殿内の隅々まで清掃してお祭りに使う道具もきれいに

し、祭典に参列する際は装いを改め厳粛さを維持しま

す。 

神社は、神様をお招きし、その場所にお鎮まりいた

だいた神様へのご奉仕をする場所であり、この神様へ

のご奉仕こそが「お祭り」なのです。「政」も「務」も

「まつりごと」と読みます。このことから広く社会に

奉仕することが、広い意味での「まつり」であること

がわかります。 

現在、神社で行われているお祭りには、大きく分け

て神社自体が行う祭りと、氏子崇敬者の依頼に基づき

行われる祭りがあります。 

神社自体が行う祭りは、中祭、小祭、諸祭に分けら

れます。大祭には例祭や祈年祭、新嘗祭のほか神社の

ご鎮座に関わるお祭りが、中祭は歳旦祭、元始祭、紀

元祭、昭和祭、神嘗奉祝祭、明治祭、天長祭など皇室

と関わりの深いお祭りが区分されています。 

氏子崇敬者の依頼に基づき行われる祭りは、入学・

卒業や就職や人生の節目に関わる報告祭・祈願祭など

が挙げられ、神社によっては諸祭として行われます。

また家内安全や商売繁盛、安産、病気平癒、厄除けな

どの諸祈願、さらにはお宮参りや七五三参りなどもこ

れにあたります。 

いずれも神様に神饌を捧げることでしてご接待を行

い、神様に喜んでいただき、祝詞を奏上することで神

様のご神徳をいただいて、皇室を始め天下、地域の安

寧と発展、さらには願い事をする氏子崇敬者の繁栄を

祈るものなのです。 
 

 

岳尋幸 スピーチをさせていただいて 

長谷川卓 田原賢 武内健斗 岳さんありがとうございま

した 

長谷川卓 田原賢 本日最終例会 クリスマスもまだです

が皆様よいお年をお迎えください 

辻雄一 藤井弘実 立木健 中島弘雅 永井智宏 

赤井紀之 際田剛志 廣内太嘉男 丹羽茂 

  皆様今年一年お世話になりました 来年もよろしく

お願いします よいお年をお迎えください！ 

村田宗一郎 田畑昌人 今年一年お世話になりありがと

うございました (各 takusan ﾆｺﾆｺ) 

髙木信彦 釣り同好会忘年会ありがとうございました 

岡田三正 高木さん釣り同好会ありがとうございました 

一年間健康に送れて感謝 

丹羽茂 インターアクト委員会・ＳＡＡの忘年会参加の

皆様ありがとうございました！宮尾さん飛んでまし

たね！ 

田畑昌人 丹羽さん昨日の忘年会お世話になりました 

宮尾さん最高！！ 

長谷川卓 宮尾英昭 インターアクト忘年会楽しい時間

をありがとうございました 

長谷川卓 丹羽さん宗一郎さんごっつあんです 

田畑昌人 秋村君この前の２人きりの忘年会ご馳走様で

した またご馳走してください！ 

長谷川卓 次男が法政大学に無事合格しました 来年か

らは東京に行くのでさみしくなります 

永井智宏 立木先生お世話になりました 田畑さん篤司

さんまたお願いします 

丹羽茂 長谷川君 田畑君 宗一郎君 昨日はありがと

う楽しい悔しいゴルフでした 

長谷川卓みな子さん筑摩さん今年もお世話になりました 

尾賀康裕 マルチプルポールハリスフェローを頂いて 

岳尋幸 徳永久志 入荷記念日を祝っていただいて 

小川与志和 クリスマス生まれの妻の誕生日を祝って頂

いてありがとうございました 

本日のニコニコ 59,000 円 累計 1,326,000円 
 

出 席 報 告  （12月出席率 99.07％） 

例会日 会員数 当日出席者 メークアップ 出席率％ 

12/18 43 36 2 97.37 

12/4 43 38 4 100.0％ 

1/8 例会 1/15 例会 1/22 例会 1/29 例会 例会 毎週水曜 12：30～13：30 
会場 ホテルニューオウミ 2階 
事務局 近江八幡市鷹飼町 1481 

ホテルニューオウミ 9階 
TEL0748-34-8345 FAX0748-34-8346 
eMail omhach33rc@gold.ocn.ne.jp 

新年夜間家族例会 

例会 18時～ 

懇親会 18時 30分～ 

ゲストスピーチ 

酒のさかえや 

宮川 晃氏 

委員会スピーチ 

職業奉仕委員会 

委員長 永井智宏君 

会員スピーチ 

際田剛志君 

会員スピーチ 岳尋幸君「お祭りの手引き」 

ニコニコ箱 （12/18分）  敬称略 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

配布物 週報 俳句 ガバナー月信 ロータリーの友 

 2019-20RYLA募集要項 

幹事報告   

(1)プログラム委員会 3/4 と 5/20

の委員会スピーチを入替、4/15

と 4/22 の会員スピーチを入替、

2/19 合同例会は 17時スタート 

(2) イ ン タ ー ア ク ト 委 員 会 

1/18(土)はちの子餅つき大会メ

ーキャップ扱い 

(3)富士宮ＲＣ交歓会 5/9（土）～10(日) 

(4)国際奉仕観光大使認定式お祝１万円 

  出席は会長、幹事、青少年・国際奉仕 

(5)米山奨学生ヴィンセント・セバスチャン君を受

入 カウンセラーは立木健君 
委員会報告 青少年奉仕 RYLA受講生募集のお願い 
 会員増強 例会お友達招待のお願い 
 ＩＡＣ 1/18餅つき大会参加のお願い 

 

 

新春を迎え、皆様には穏やかなお正月をお過ごしに

なられた事とお慶び申し上げます。近江八幡 RC では

「手に手を」をテーマに、皆さんの積極的なご参加に

より、充実した上半期を過ごすことができました。ま

た昨年は新入会員として武内君、小川君、秋村君、大

島君、江南君と素晴らしいメンバーを迎えることがで

きました。 

上半期を振り返りますと、田原幹事のリーダーシッ

プのもと、各委員会において積極的に事業に取り組ん

で頂きました。 

 

 

親睦委員会においては、家族会、月見例会、公式訪

問などのイベントの開催、各例会でのアテンドなど多

大なる貢献をして頂き感謝申し上げます。下期も本日

の新年例会やインターアクトとの交流会、富士宮との

交歓会など引き続きお願いします。  

青少年奉仕の地域スポーツ体験教室の開催、国際奉

仕では DDF を活用した沖島体験を通したビデオの作成

など成果を上げることができました。社会奉仕では緑

の少年団との花壇植替えや街頭募金を実施して頂きま

した。職業奉仕では甲賀市の大塚薬品工業を訪問して

製薬について学びました。インターアクト委員会では

例年以上に積極的に例会や理事会へ参加し、アクター

との交流を進めて頂いています。  

クラブとしては戦略計画策定に着手し、グローバル

補助金によるフィリピンへの支

援に取り組んでいます。下期も引

き続き皆様のご理解とご協力そ

して積極的なご参加をよろしく

お願いします。  

２０２０年と言えば、オリンピ

ックで盛り上がる年になります

が、実は１０月２０日に東京ロー

タリークラブが１００周年を迎

えます。これは同時に日本のロータリーが１００周年

という大きな節目を迎える事でもあります。シカゴロ

ータリークラブが１９０５年に設立され、その１５年

後の１９２０年（大正９年）米山梅吉と福島喜三次に

より創立され会員２４名でのスタートでした。 

１００年が経ち多くの賛同者たちによりここまで拡

大し、未だ色褪せないロータリーの普遍的価値観を見

つめ直し、私たちの手で新たな一歩を踏み出す一年に

なることを祈念し、新年のご挨拶とさせて頂きます。 

近江八幡ロータリークラブ 

会長テーマ 

第 2977回（No.21） 

2020.1.15 発行 

わがまち自慢 
西国 31番札所長
命寺、八百八段
と呼ばれる参道
は２０分を要す
る。千手観音、
十一面観音、聖
観音の３体が安
置され、いずれ
も重要文化財。
その名の通り、
参拝すると長生
きすると言い伝
えられている。 
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地区スローガン 

2019-2020 

国際ロータリー会長 

Mark Daniel Maloney 

第 2650 地区ガバナー 

佐竹力總 

第 62代会長 長谷川 卓 

    幹事 田原 賢  

会 長 の 時 間  新春挨拶 

今日のプログラム 
開会点鐘 
ロータリーソング斉唱 
「奉仕の理想」 
ご来客の紹介 
食事歓談 
会員のお祝い 
幹事報告 
委員会報告 
プログラム 
ゲストスピーチ 
酒のさかえや 宮川 晃 氏 
出席報告 
ＳＡＡ報告 
「四つのテスト」斉唱 
閉会点鐘 
 

 
  



 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長谷川卓 皆様新年あけましておめでとうございます 

本年もよろしくお願いします（多額） 

田原賢 HAPPY NEW YEAR！今年もよろしくお願いしま

す（多額） 

田中勝 あけましておめでとうございます（多額） 

辻篤司 山田真由子さん近江八

幡ロータリークラブにお越

しいただきありがとうござ

います！ 

長谷川卓 田原賢 山田真由子

様ようこそ！！ 

髙木信彦 山田真由子様ありが

とうございます スピーチ

よろしくお願いします 

丹羽茂 村田宗一郎 新年あけましておめでとうござい

ます本年もよろしくお願いします ニコニコもよろ

しくね！(各 takusan ﾆｺﾆｺ) 

立木健・茂子 今年もどうぞよろしくお願いします

(takusan ﾆｺﾆｺ) 

徳永久志 中西祥文 秋村昂 髙木信彦 立木健  

小川与志和 岡村遍導 廣内和也 武内健斗（親睦一同） 

 本年もよろしくお願いします 

岳尋幸 岡田三正 中田全一 中村四郎兵衞 蔵立郁夫 

宮尾英昭 鈴木賢司 中島弘雅 永井智宏 赤井紀之 

上田勲 辻雄一 藤井弘実 廣内太嘉男 髙木信彦 松村務 

あけましておめでとうございます 本年もよろしく

お願いいたします 

田原賢 親睦委員会の皆様 今夜の親睦会楽しみにして

います！！ 

際田博巳 新年例会妻がお世話になります 

際田剛志 本日は家族がお世話になります！ 

岡田三正 78歳になりました 誕生日をお祝って頂いて 

岳尋幸 誕生日を祝っていただいて 

村田宗一郎 妻の誕生日を祝っていただいて 

本日のニコニコ 102,000円 累計 1,428,000 円 

米山奨学生の年賀状  

 

 

 
 

 

出 席 報 告  （12月出席率 99.07％） 

例会日 会員数 当日出席者 メークアップ 出席率％ 

1/8 43 38 0 92.68 

12/11 43 38 4 97.22％ 

1/15 例会 1/22 例会 1/29 例会 2/5 例会 例会 毎週水曜 12：30～13：30 
会場 ホテルニューオウミ 2階 
事務局 近江八幡市鷹飼町 1481 

ホテルニューオウミ 9階 
TEL0748-34-8345 FAX0748-34-8346 
eMail omhach33rc@gold.ocn.ne.jp 

ゲストスピーチ 

酒のさかえや 

宮川 晃氏 

会員スピーチ 

際田剛志君 

委員会スピーチ 

職業奉仕委員会 

委員長 永井智宏君 

会員スピーチ 

垣内健太君 

 

会長(役・理) 長谷川 卓 会計(役・理) 鈴木 賢司 職業奉仕(理) 永井 智宏 情報・研修(理) 田中 勝 

直前会長(役・理) 尾賀 康裕 会場監督(役・理) 丹羽 茂 社会奉仕(理) 中島 弘雅 副幹事(書記) 岡村 遍導 

会長ｴﾚｸﾄ(役・理) 辻  雄一 会員増強(理) 際田 博巳 国際奉仕(理) 赤井 紀之 副ＳＡＡ 村田宗一郎 

副会長(役・理) 藤井 弘実 公共イメージ(理) 松村 務 青少年奉仕(理) 際田 剛志 役：役員、 理：理事 

幹事(役・理) 田原   賢 管理運営(理) 徳永 久志 財団・米山(理) 田中 勝 

ニコニコ箱 （1/8分）    敬称略    新 年 夜 間 家 族 懇 親 会 
知識より運のジャンケン大会 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

配布物   週報 俳句 定款細則 2019年度改定版 

 下期プログラム ３Ｃ合同例会案内 

幹事報告  地区大会申込締切 新会員セミナー登録

のお願い  

1/18 ＩＡＣ餅つき大会参加のお願い 
委員会報告 ＩＡＣ 2/19合同例会１７時～開催 
 2022～23年度尾賀ガバナー決定報告 

 

 

１月は職業奉仕月間

となっています。最初に

ロータリーに職業奉仕

の概念を導入したのは

アーサー・フレドリッ

ク・シェルドンです。１

８６８年にミシガンで

生まれ、ミシガン大学の

経営学部で販売学を学

ばれた方です。その後、

図書の訪問販売などを

通し、１８９９年には自

分で出版社を経営して

いました。１９０２年に自らの経験などを活かしシカ

ゴにビジネススクールを設立して、サービスの理念を

中核とした販売学を教える道を選びます。後日、ロー

タリーの職業奉仕理念の中核となった「He profits 

most who serves best」に基づくサービス学の概念を、

科学として捉え、それを体系的に教えることがシェル

ドン・ビジネス・スクールの方針だったそうです。日

本ではまだ明治半ばの時代にマーケティングをサイエ

ンスとして学問に修めたパイオニア的存在だった人で

す。シェルドンはシカゴロータリークラブ創立３年目

の１９０８年に入会しました。当時のロータリークラ

ブの在り方は会員間による物質的な相互扶助が中心で

したが、それに頼らず、継続的に利益をあげて事業を

発展させる、経営方法として職業奉仕を説きました。

シェルドンと職業奉仕について語りだすと時間はいく

らあっても足らないので、皆さんも一度独自に調べて

頂ければ非常に興味深いと思います。また、来月２月

２４日には地区の職業奉仕セミナーがありますので、

是非皆さんもご参加頂ければと思います。 

私たちの基本理念で、以前はロータリーの綱領とさ

れ、今日のロータリーの目的には次の通りあります。 

ロータリーの目的は、意義ある事業の基礎として奉

仕の理念を奨励し、これを育むことにある。具体的に

は、次の各項を奨励することにある。 

第１ 知り合いを広めることによって奉仕の機会とす

ること； 

第２ 職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事はす

べて価値あるものと認識し、社会に奉仕する機会とし

てロータリアン各自の職業を高潔なものにすること；  

第３ ロータリアン一人一人が、個人として、また事

業および社会生活において、日々、奉仕の理念を実践

すること；  

第４ 奉仕の理念で結ばれた職業人が、世界的ネット

ワークを通じて、国際理解、親善、平和を推進するこ

と。 

となっています。 

ロータリーの基本理念は、ロータリアン共通の目的

や指針として、長い年月をかけて形づくられたもので

す。互いの関係や行動の土台として、世界中のロータ

リアンがこれらの理念を大切にしています。 

また、職業奉仕の定義は、全てのロータリアンが倫

理と高潔さをもって仕事にあたり、職業の知識やスキ

近江八幡ロータリークラブ 

会長テーマ 

第 2978回（No.22） 

2020.1.22 発行 

わがまち自慢 
堀切港からみた
沖島の夕焼け 

長命寺山や鈴鹿
山系、比良山系
の眺望は、琵琶
湖に浮かぶ沖島
が視界にあって
こそのもの。 
古くから湖上航
海の安全を祈る
神の島と崇めら
れ、万葉集にも
歌われている。 
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地区スローガン 

2019-2020 

国際ロータリー会長 

Mark Daniel Maloney 

第 2650 地区ガバナー 

佐竹力總 

第 62代会長 長谷川 卓 

    幹事 田原 賢  

会 長 の 時 間  職業奉仕月間 

今日のプログラム 
開会点鐘 
ロータリーソング斉唱 
「奉仕の理想」 
ご来客の紹介 
食事歓談 
会員のお祝い 
幹事報告 
委員会報告 
プログラム 
会員スピーチ  際田剛志君 
出席報告 
ＳＡＡ報告 
「四つのテスト」斉唱 
閉会点鐘 



ルを社会のニーズ解決のために進んで役立てることで

す。 

今日においても職業奉仕はロータリーにとっては中

核的意義を持つ哲学であり、日頃から取り組むべきテ

ーマではないでしょうか？ 

 

３０年前は月桂冠とキリンラガービール、サントリ

ーオールドがあれば酒屋の営業はでき、近江八幡でワ

インとかは全く売れませんでした。人の嗜好は大きく

変わりました。 

 どの酒もアルコール発酵の仕組みは同じで、穀物など

の糖を酵母が食べてアルコールと二酸化炭素に分解さ

れたものです。酒には醸造酒と蒸留酒があり、大雑把

に言うと、ワインを蒸留すればブランデー、ビールを

蒸留すればウイスキー、日本酒を蒸留すれば米焼酎に

なります。糖質制限されている方は蒸留酒を好まれま

す。 
 滋賀県には、松の司、七本槍、大治郎、喜楽長など有

名なお酒がたくさんありますが、永源寺のさらっとし

た水と、湖東平野のコテっとした水で仕込んだ日本酒

は全く違ったものになります。純米酒は米と米麹から

でき、しっかりした味になります。本醸造酒はこれに

醸造用アルコールが入り口当たりが良く味の変化も少

なくなります。 
 酒は飲みての気持ちで、美味しくもまずくもなるもの

で、これからも楽しいお酒ライフを過ごしてください。 

 
 

尾賀康裕 2022～23年度のガバ

ナーデジグネートに正式指

名を受けました 皆様には

何かとお世話になりますが

よろしくお願いします

（takusan ﾆｺﾆｺ） 

小西眞 あけましておめでとう

ございます 本年もよろし

く お 願 い い た し ま す

（takusan ﾆｺﾆｺ） 

髙木信彦 宮川さん本日は楽しいお話ありがとうござい

ました 

中西祥文 長谷川卓 田原賢 丹羽茂 村田宗一郎 

      宮川君スピーチありがとうございました 

辻雄一 宮川君ありがとう 益々お酒が好きになりそう

です 

小川与志和 宮川！入会するやろな！！野球部先輩小川

より 

田中勝 宮川さんお酒のお話ありがとうございました 

今夜もいつもの如く美味しいお酒をいただきます 

際田博巳 宮川さん入会楽しみにしています 今日はあ

りがとうございました感謝します 

長谷川卓 田原賢 鈴木賢司 赤井紀之 永井智宏 

 親睦委員の皆さん先週はお世話になりありがとうご

ざいました 

中西祥文 中田さん先日は橋本先生の講演会へお誘いい

ただきありがとうございました 沢山のひとで大盛

況でしたね 

尾賀康裕 小西 眞  妻の誕生日を祝っていただいて 

永井智宏 ５３歳の

誕生日を祝って

いただいて 

髙木信彦 誕生日を

祝って頂いて感

謝します やっ

と６７歳です 

塚本毅 夫婦ともに誕生日を祝っていただいて 

鈴木賢司 早退お許しください 

本日のニコニコ 46,000 円 累計 1,474,000 円 

 

 

出 席 報 告  （12月出席率 99.07％） 

例会日 会員数 当日出席者 メークアップ 出席率％ 

12/18 43 36 2 97.37 

12/4 43 38 4 100.0％ 

1/22 例会 1/29 例会 2/5 例会 2/12 例会 例会 毎週水曜 12：30～13：30 
会場 ホテルニューオウミ 2階 
事務局 近江八幡市鷹飼町 1481 

ホテルニューオウミ 9階 
TEL0748-34-8345 FAX0748-34-8346 
eMail omhach33rc@gold.ocn.ne.jp 

会員スピーチ 

際田剛志君 

委員会スピーチ 

職業奉仕委員会 

委員長 永井智宏君 

会員スピーチ 

垣内健太君 

休 会 

定款第８条第１節に

よる休会 
 

会長(役・理) 長谷川 卓 会計(役・理) 鈴木 賢司 職業奉仕(理) 永井 智宏 情報・研修(理) 田中 勝 

直前会長(役・理) 尾賀 康裕 会場監督(役・理) 丹羽 茂 社会奉仕(理) 中島 弘雅 副幹事(書記) 岡村 遍導 

会長ｴﾚｸﾄ(役・理) 辻  雄一 会員増強(理) 際田 博巳 国際奉仕(理) 赤井 紀之 副ＳＡＡ 村田宗一郎 

副会長(役・理) 藤井 弘実 公共イメージ(理) 松村 務 青少年奉仕(理) 際田 剛志 
役：役員、 理：理事 

幹事(役・理) 田原   賢 管理運営(理) 徳永 久志 財団・米山(理) 田中 勝 

ニコニコ箱 （1/15分）    敬称略 

酒のさかえや 宮川 晃氏 

「お酒のはなし」 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

配布物 週報 俳句  

 2019-20RYLA募集要項 

幹事報告  1/23 事務局休み 

 福嶋復興フォーラムご案内 
委員会報告 青少年奉仕 RYLA受講生募集のお願い 

 

 

今月は職業奉仕月間ということで、うちの事業につ

いて発表させて頂きます。 

 現在、児童施設として保育園２か所とこども園１か

所の３か園を運営しており、０歳から６歳までの２５

０名位のお子さんが日々通っておられます。幼児期は

生涯にわたる人間形成の基礎が培われる極めて重要な

時期で、私たちはその責任を全うするために、行政機

関と連携しながら日々運営を行っています。 

 幼児教育とは、幼児が生活する全ての場において行

われる教育を総称したもので、具体的には、家庭にお

ける教育、地域社会における教育、保育園・幼稚園な

どにおける教育を含みます。この家庭、地域社会、保

育施設における教育は、それぞれが有する機能を互い

に発揮し、バランスを保ちながら幼児の自立に向けて、

健やかな成長を支える大切な役割を果たしています。

例えば、家庭は愛情やしつけを通して幼児の成長の最

も基礎となる心身の基盤を形成する場です。また、地

域社会は、様々な人々との交流や身近な自然との触れ

合いを通して豊かな体験が得られる場となります。そ

して保育施設は、幼児が家庭での成長を受け、集団活

動を通して、家庭ではできない社会・文化・自然など

に触れ、職員等に支えられながら、幼児期なりの豊か

さに出会う場になります。 

学校に行く前の保育は、思いっきり体や心を動かし

て遊ぶことに重点をおくため、私たちの法人でも教

育・保育目標として「遊び」を通して子どもの主体性

を大切にしながら、生きる力を育てることとしていま

す。各園において職員たちは、それぞれの担当児童の

教育・保育目標を設定しています。乳児から５歳児ま

でそれぞれの発達に合わせた目標をたて、個別に発達

状況を確認し管理しています。健康・人間関係・言葉・

表現・環境など多角的に分析し、その子にあった保育

目標を設定することが求められています。幼児期の終

わりまでに育ってほしい姿として、健康な心と体、自

立心、協同性、道徳性の芽生え、社会生活との関り、

思考力の芽生え、自然との関り・生命尊重、数量や図

形、標識や文字などへの関心・感覚、言葉による伝え

合い、豊かな感性と表情など１０項目ほど目標として

挙げています。保育士の仕事は専門性が非常に高く、

様々な分野における知識が必要とされます。また、幼

児との関りには絶えず注意が求められ、根気が必要な

職種であります。現在、保育士の数が不足しており、

この業界が直面する大きな課題です。本来であれば、

もっと社会的評価を得ても当然であり、社会的地位の

向上がなければ、状況が改善されることは難しいので

はないでしょうか？児童が安心して通える施設を運営

するためにも、職員が安心して働ける環境を整えてい

く事が私にとっての職業奉仕だと思っています。 

近江八幡ロータリークラブ 

会長テーマ 

第 2979回（No.23） 

2020.1.29 発行 

わがまち自慢 
賀茂神社（加茂
町）に天智天皇が
日本で初めての
国営牧場を建設
された。５月の例
祭では全国で二
つしか残されて
いない古式の競
馬行事「足伏走
馬」が行われ、
400m の馬場を７
頭の馬が勇壮に
駈けぬける。 
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地区スローガン 

2019-2020 

国際ロータリー会長 

Mark Daniel Maloney 

第 2650 地区ガバナー 

佐竹力總 

第 62代会長 長谷川 卓 

    幹事 田原 賢  

会 長 の 時 間  職業奉仕 

今日のプログラム 
開会点鐘 
ロータリーソング斉唱 
「奉仕の理想」 
ご来客の紹介 
食事歓談 
会員のお祝い 
幹事報告 
委員会報告 
プログラム 
委員会スピーチ 
職業奉仕委員会 
委員長 永井智宏君 
出席報告 
ＳＡＡ報告 
「四つのテスト」斉唱 
閉会点鐘 



 

 

私は、近江八幡ロータリークラブに入会させて頂き

４年半が経過しました。２０１５年７月８日の入会で

当時２７歳でした。 

際田博巳会長の

折で、第２回目の例

会から入会となり

ました。 

記憶に残ってい

るのは、新入会員は

会長からロータリ

ーバッチを付けて頂くことになっており、その時に「親

子でかい」と温かいツッコミを頂いたことを記憶して

おります。 

際田会長・高木会長・丹羽会長・尾賀会長・長谷川

会長と５代会長のご指導の下、当初は親睦委員でお世

話になり、奉仕活動に参加させて頂いておりました。 

今年度、長谷川会長から、青少年奉仕委員長という

大役を頂き、昨年１１月９日に「武道体験教室」を開

催しました。皆様のご協力のお蔭で怪我無く無事に終

われたことをこの場をお借りしまして御礼申し上げま

す。ＺＴＶに放映された映像を入手できましたのでご

覧ください。 

次に、入会し４年半経過したと申し上げましたが、

印象に残っていることは、この間に海外に 6 回行かせ

て頂いているということです。韓国に３回・ラオスに

１回・モンゴルに２回です。 

韓国は、姉妹クラブの清州ロータリークラブ周年の

お祝と交流会。そして初めての世界大会に参加し、当

初入会したての私には、大きな会場を埋め尽くす様々

な国の方がおられたことに圧倒し、ロータリークラブ

の凄さを目で感じる事が出来ました。 

ラオスでは、2650地区国際奉仕事業でのポリオ撲滅、

経口ワクチンの投与を行いました。普段お会いするこ

とがない他府県のロータリークラブの方々とラオスと

いう異国の地で結集し、同じ目的を成し遂げる事に感

動いたしました。また、ラオスを訪問した時に、なん

て私は恵まれた場所にいるのだろうと思い、今日明日

を生きるか死ぬかという人々に触れ合い、素晴らしい

事業に２０代で経験しことは生涯忘れません。 

次にモンゴルです。皆様ご存じモンゴルＧＧ委員会

です。1回目は 3年前の第 3病院の視察。2回目は昨年

4 月の純水装置・医療機器の贈呈式です。皆様には贈

呈式に出席した

つもりで残りの

時間で動画を見

て頂ければと思

います。見て頂け

れば、お分かりい

ただけますが、こ

の成功裏には岡

村モンゴルＧＧ

委員長の並々な

らぬご尽力が伺

えるかと思います。これからもモンゴルＧＧ委員会に

ご理解を賜ります

こと、お願い申し

上げ、動画を見て

頂き 私のスピー

チの時間とさせて

頂きます。 
👈👈ウランバートル RC 

ナムスライ会長来訪時 

 

 

際田剛志 スピーチをお聞きい

ただきありがとうございました 

これからもご指導よろしくお願

いします 

長谷川卓 剛志君スピーチあり

がとう！ 

松村 務 剛志君 まさに「ロー

タリー我が人生」だね！ 

武内健斗 剛志君 スピーチ興味深く拝聴しました あ

りがとうございました 

丹羽 茂 村田宗一郎 剛志君スピーチご苦労様でした 

丹羽 茂 長谷川卓 はちの子もちつき大会参加の皆様

ありがとうございました 

田畑昌人 インターアクトはちの子もちつき大会参加の

皆様大変お疲れ様でした 

際田剛志 村田良平さん先日の青少年奉仕担当者会議ご

出席ありがとうございました 

岡田三正 結婚記念日を祝っていただいて 

村田宗一郎 誕生日を祝っていただいて 

立木 健 入会記念日を祝っていただいて 

本日のニコニコ 21,000 円 累計 1,449,000 円 
 

 

1/29 例会 2/5 例会 2/12 例会 2/19 例会 例会 毎週水曜 12：30～13：30 
会場 ホテルニューオウミ 2階 
事務局 近江八幡市鷹飼町 1481 

ホテルニューオウミ 9階 
TEL0748-34-8345 FAX0748-34-8346 
eMail omhach33rc@gold.ocn.ne.jp 

委員会スピーチ 

職業奉仕委員会 

委員長 永井智宏君 

会員スピーチ 

垣内健太君 

休 会 

定款第８条第１節 

による休会 

インターアクトクラ

ブ・びわ湖八幡ＲＣ合

同例会 17時～ 

出 席 報 告  （1月出席率 94.87％） 

例会日 会員数 当日出席者 メークアップ 出席率％ 

1/22 43 34 1 89.74 

1/8（暫定） 43 39 2 97.50％ 

ニコニコ箱 （1/22分）    敬称略 

会 員 ス ピ ー チ  際 田 剛 志  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

お友達招待 沖 茂樹様（市議会議員） 

配布物 週報 俳句 職業奉仕講演会案内・資料 

幹事報告 2/5 定例理事会 議案は幹事迄 
委員会報告 1/29 例会終了後ＩＡＣ合同委員会開催 

 

 

今日は、私が以前勤めていたシスメックスについて

話します。当時は東亜医用電子と呼ばれていました。

大学を卒業、帰国し、これからどうするか決めかねて

いました。父の親友でヴォーリス建築事務所の社長を

されていた方が、シスメックスの工場の設計を担当さ

れていて、当時の社長から英語を喋る人を紹介して欲

しいと頼まれていたのがきっかけで、本社のあった加

古川市で面接を受けることになりました。面接後、近

江八幡に電車で帰ってきたら既に内定の連絡が入って

おり、１ヶ月後に入社式の運びとなり、それから慌て

て会社案内を読み漁ったのですが、何をする会社かわ

からないまま加古川へ向かうことになりました。 

シスメックスは、1967年に創立され、病院や検査セ

ンターで使用される検体検査の器械や試薬、ソフトウ

エアの開発・生産・販売・サービスを行う国内メーカ

ーです。当時の主要製品は自動血球計数器です。 

入社１年目は営業で名古屋に赴き、愛知県内の病院

を隈なく回りました。製品は 300万円くらいから 3,000

万円くらいと高価で、アメリカの製品とも競合し、当

時の円高も相まってなかなか厳しい市場でした。 

その後、海外本部企画係に配属され、海外向けのカ

タログや販促マニュアルの作成を３年程担当、アジア

太平洋地区のマーケティングを２年程担当しました。

当時、国内シェアは７割、海外でのシェアは２～３割

で、海外進出が会社にとって課題でした。1991年に海

外で初めての直接販売会社がイギリスに設立され、93

年に私が赴任することになりました。会社は単体器械

だけの競合を避けるためシステム機器の開発に力を入

れ始め、私は欧州市場においてこのシステムを担当す

ることになり、従来以上に顧客に密着した販売活動が

求められ、まず実際に検査室に終日張り付き、作業を

観察しワークフローを検証しながら提案を行いました。

この地道な提案販売を現地の代理店と一緒に実施した

結果、顧客にソリュー

ションを提供できる

唯一の会社となり、着

実に売上げを伸ばし

ていきました。欧州の

成功を受け、アメリカ

に転勤となり同様の

手法を採用し、そこで

も導入実績が伸びて

いきました。 

入社当時は従業員

数が 600 名程度、売上が 130 億円、総資産が 140億円

でしたが、今では、従業員数が 7,000人、売上が約 3,000

億円、総資産が 3,500億円という大企業にまで成長し

続けているのを見て、陰ながら誇らしく思っています。 

アーサー・シェルドンの「He profits most who serves 

best」（最も奉仕するもの最も報われる）最も顧客に

寄り添い、他社にはない付加価値を提供するものが競

争力を上げ、生き残ることができる。それに気付き当

たり前の様に実践することが、日々仕事を続けて行く

上でのチャレンジではないでしょうか？ 

近江八幡ロータリークラブ 

会長テーマ 

第 2980回（No.24） 

2020.2.5 発行 

わがまち自慢 
冬の晴れた午後、
湖北の山の頂は白
く、琵琶湖が遠く
に望め、八幡山が
ランドマークにな
った街並みが広が
っています。ホテ
ルからの眺めは、
八幡山山頂から見
た瓦屋根の連なる
街並みとは全く違
った景観を作って
いることがよくわ
かります。 
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地区スローガン 

2019-2020 

国際ロータリー会長 

Mark Daniel Maloney 

第 2650 地区ガバナー 

佐竹力總 

第 62代会長 長谷川 卓 

    幹事 田原 賢  

会 長 の 時 間   

今日のプログラム 
開会点鐘 
国歌「君が代」斉唱 
ロータリーソング斉唱 
「手に手つないで」 
ご来客の紹介 
食事歓談 
会員のお祝い 
幹事報告 
委員会報告 
プログラム 
会員スピーチ 垣内健太君 
出席報告 
ＳＡＡ報告 
「四つのテスト」斉唱 
閉会点鐘 



 

 

 

 ロータリーの目的は、意義ある事業の基礎として、

奉仕の理念を奨励し、これを育むことです。職業奉仕

の定義でもある「職業奉仕はロータリーの根幹」であ

り、個々の職業に於いて奉仕の理念を実践することで

す。 

 職業奉仕とは「ロータ

リーの目的」の第 2項を

土台としており、職業上

の高い倫理基準を持ち、

役立つ仕事はすべて価

値あるものという認識

を備え、社会に奉仕する

機会としてロータリア

ン各自の職業を高潔な

ものとすることです。 

  四つのテストの原文を紹介します。 

 Four-way-test 

  Is it the truth? 

  Is it fair to all concerned? 

  Will it build goodwill and better friendship? 

  Will it beneficial to all concerned? 

この標語は、世界各国の言葉で翻訳、広く活用され

ています。日本では東京クラブの本田親男氏の訳文が

採用されましたが。原文に照らし、様々な解釈があり

ます。詳細な解釈は書面の関係上割愛しますが、原文

に忠実に翻訳すると、以下のようになります。 

●Is it the truth?：真実かどうか→「事実かどうか」

「嘘偽りがないかどうか」？ 

● Is it fair to all concerned?：みんなに公平か→

「すべての取引先に対して公正かどうか」？ 

● Will it build goodwill and better friendship?：

好意と友情を深めるか→「信用を高め、取引先をふや

すかどうか」？ 

● Will it beneficial to all concerned?：みんなの

ためになるかどうか→「すべての取引先に利益をもた

らすかどうか」？ 

このように、「四つのテスト」は、純然たる会社再

建の指針であるとともに、会社経営の指針であるとい

えるものであり、職業奉仕の根幹となる指標ではない

かと考えます。 

全てのロータリアンが持つべき、最も大切な中核的

価値観は「高潔性」です。高潔性は約束を守り抜き、

倫理を守るという意味で使われます。「高潔性」とい

う概念こそ、実は日本人が昔化ら大切にしていた伝統

的な価値観であり、人生の目標としてきた品格のある

高尚な生き方だと思います。 

「ロータリーは目的（綱領）を実践する組織である。」

であり、「ロータリアンとは理想とする奉仕の理念を

実践する人」です。」クラブの仲間と共に集団で学ん

だ奉仕の理想を、個人として実践しましょう。 

「奉仕の理念」を学び、自身の職業において実践す

ること、そしてその実践事例について共有し、次のス

テップアップについて議論しあう事こそ、職業奉仕委

員会としての位置づけではないかと考えます。 

 

 

永井智宏 職業奉仕月間スピーチをさせていただきあり

がとうございました 

長谷川卓 永井君スピーチありがとう 

岡田三正 沖茂樹君に体験

してもらって 

長谷川卓 沖さん 入会お

待ちしています 

松村務 沖さん ようこそ 

ロータリーは楽しいです

よ  

小川与志和 ようこそ同級生の沖君！入会するんやろな 

辻雄一 1/25地区財団セミナーに行ってきました 知ら

ないことが多くて良い勉強になりました次年度も補助

金もらいましょう！ 

丹羽茂 田中さん辻雄一さん昨日はお疲れ様でした  

知事と市長参加してくれるとイイですネ‼ 

永井智宏 先日メンバーにも恵まれハーフ４５出せまし

た 次はトータル 100切り目指して頑張ります！ 

田畑昌人 永井さん 100 切まであと少し！！次からハン

ディなしですよ！！ 

宮尾英昭 ちょっと良い事がありまして・・・ウﾌ💛💛 
尾賀康裕 商工会議所新春講演会の為早退お許し下さい 

永井智宏 妻の誕生日を祝っていただいて 

髙木信彦 際田博巳 入会記念日を祝っていただいて 

本日のニコニコ 21,000 円 累計 1,470,000 円 

 

 

 

 

 

出 席 報 告  （1月出席率 94.87％） 

例会日 会員数 当日出席者 メークアップ 出席率％ 

1/29 43 35 1 89.47 

1/8（暫定） 43 39 2 97.50％ 

2/5 例会 2/12 例会 2/19 例会 2/26 例会 例会 毎週水曜 12：30～13：30 
会場 ホテルニューオウミ 2階 
事務局 近江八幡市鷹飼町 1481 

ホテルニューオウミ 9階 
TEL0748-34-8345 FAX0748-34-8346 
eMail omhach33rc@gold.ocn.ne.jp 

会員スピーチ 

垣内健太君 

休 会 

定款第８条第１節 

による休会 

インターアクト 

びわ湖八幡ＲＣ 

合同例会 17時～ 

クラブフォーラム 

国際奉仕委員会 

委員長 赤井 紀之 

節食例会 
 

会長(役・理) 長谷川 卓 会計(役・理) 鈴木 賢司 職業奉仕(理) 永井 智宏 情報・研修(理) 田中 勝 

直前会長(役・理) 尾賀 康裕 会場監督(役・理) 丹羽 茂 社会奉仕(理) 中島 弘雅 副幹事(書記) 岡村 遍導 

会長ｴﾚｸﾄ(役・理) 辻  雄一 会員増強(理) 際田 博巳 国際奉仕(理) 赤井 紀之 副ＳＡＡ 村田宗一郎 

副会長(役・理) 藤井 弘実 公共イメージ(理) 松村 務 青少年奉仕(理) 際田 剛志 
役：役員、 理：理事 

幹事(役・理) 田原   賢 管理運営(理) 徳永 久志 財団・米山(理) 田中 勝 

ニコニコ箱 （1/29分）    敬称略 

職業奉仕委員会スピーチ    永井智宏君 



 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

配布物 週報 俳句  

幹事報告 定例理事会 2/12休会 2/19ＩＡＣ・び

わ湖八幡ＲＣ合同例会 
委員会報告 1/29 例会終了後ＩＡＣ合同委員会開催 

 

 

２月は「平和構築と紛争予防月間」です。これは「紛

争予防と仲裁に関する、若者を対象とした研修の実施、

紛争地域における平和構築の支援、平和と紛争予防ま

たは紛争解決に関連した仕事に従事することを目指す

専門職業人のための奨学金支援を強調する月間」です。 

現時点においても世界各地において紛争が進行中で、

年明けにアメリカがイラクの指導者を攻撃し、緊張感

が走ったのも記憶に新しいところです。今、世界でど

れだけの紛争が行われているかを調べてみたのですが、

ざっと６０件程がヒットしました。一覧を眺めてもほ

とんど知らず、日本に住んでいるとどうしても対岸の

火事で、わがことのように実感できないのも事実では

ないでしょうか？ 

また、アメリカの同時多発テロや欧州におけるテロ

などが示すように、国際社会には紛争の原因となる

種々の不安定要素が存在しており、国際社会の安定と

繁栄を実現するためには、こうした不安定要素に対す

る包括的な取り組みが必要かと思います。また紛争の

結果生じる難民問題についても、人道上の問題として

取り組む必要があります。 

ロータリーは、異文化交流を通じて相互理解の心を

育て、紛争解決のスキルを備えた人材の育成し、平和

な世界づくりを促進しています。活動内容としては、

奉仕プロジェクト、平和フェローシップ、奨学金など

さまざまな形で、紛争の根底にある諸問題（貧困、不

平等、民族間の緊張、教育機関の欠如、資源の不均等

など）に取り組んでいます。グローバル補助金を使用

した平和フェローシップでは世界に７か所あるロータ

リー平和センターにおいて、平和と開発の分野におけ

る仕事の経験を有し、社会奉仕と国際奉仕に献身する

人たちを対象に修士号または博士号の取得を支援する

奨学金を支給しています。日本では東京の国際基督教

大学が平和センターとして世界各国から平和フェロー

を受け入れていま

す。私も昨年度新

たに来日された数

名のフェローにお

会いする機会があ

り、彼らの非常に

高い問題意識と行

動力で、平和の実

現に向けて努力さ

れているのがとて

も印象的で、頼も

しく感じました。

彼らのホストとして多くのロータリアンが各地域から

帯同されており、彼らを中心に多くの人が盛り上がり

を見せていたのが印象的でした。彼らの取組みにおい

て近い将来、世界に平和の日が訪れることができれば、

本当に素晴らしい事と期待しています。 

私達ロータリアンは、平和や紛争解決の問題にもっ

と積極的に関心を持ち、貢献する必要があり、国内外

の教育にもっと関わりを持つことが求められていると

思います。もし、皆さんの中で平和フェローに該当す

る人をご存じでしたら、是非一度ご推薦頂きたいと思

います。 

近江八幡ロータリークラブ 

会長テーマ 

第 2981回（No.25） 

2020.2.19 発行 

わがまち自慢 

日本一遅い乗り物

と言われる手漕ぎ

和船で巡る琵琶湖

八景「春色安土八

幡の水郷」。桜と

菜の花、新緑のよ

しが見られる 4月

は絶好の見頃です

が、どうも今年は

暖冬で早まりそう

ですね。 
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地区スローガン 

2019-2020 

国際ロータリー会長 

Mark Daniel Maloney 

第 2650 地区ガバナー 

佐竹力總 

第 62代会長 長谷川 卓 

    幹事 田原 賢  

会 長 の 時 間  平和構築と紛争予防月間 

今日のプログラム 
開会点鐘 
国歌「君が代」斉唱 
ロータリーソング斉唱 
「奉仕の理想」 
「インターアクトの歌」 
食事歓談 
会員のお祝い 
会長の時間 
幹事報告 
委員会報告 
ＩＡＣ活動証明書授与 
出席報告 
ＳＡＡ報告 
「四つのテスト」斉唱 
閉会点鐘 



 

 

 今回は例会の貴重な時間をいただき、私の会員スピ

ーチをさせていただきます。何を隠そう、２５分間も

人前で話すのは人生で初めてです。また、運悪く風邪

をひいてお聞き苦しい声で登壇させていただきました

ことをお詫び申し上げます。 

 会員スピーチということですので、①私の自己紹介

②会社の事（職業奉仕について） ③自分と社会につ

いて私の考え の３つについてお話しします。 

私は 1983年 4月 12日生まれの 36歳、男性。独身で

す。募集はしていません。もう一度言います、募集し

ていません（笑） 

 長谷川会長の八王子保育園でお世話になり、桐原東

小学校、八幡西中学校、高校は少し市内から離れたい

という思いから彦根西高等学校普通科（自分の学力で

はここが限界でした）。大学選びでは、日本の大学じ

ゃなくても良いのでは？というオカシナ考えから、海

外に行く道を選びました。University of Wales, 

Aberystwyth Bussiness and Management foundation 

cours を修了し、日本の大学生活も送りたかったので

親のスネカジリで、白鷗大学経営学部経営学科企業経

営コースで会社経営について勉強しました。 

卒業後は、大学生時代にハマった株式投資と大学で

学んだ企業経営の両方が活かせると思い証券会社に入

りました。主に個人向けと法人向けに株式の営業をし、

営業成績は６００人中１０位以内になることもありま

した。しかし、家庭の事情等で退職し、実家に戻り、

今の写真館を経営するというところに落ち着いていま

す。 

 次に会社

のことをお

話しします。 

社名は有

限会社カキ

ウチで、屋号

が『ダイヤモ

ンドフォト』

と『こども写

真館ダイヤ

モンドフォ

ト』があります。従業員は登録カメラマンを含め１６

名です。事業は主に学校写真事業・スタジオ写真事業・

観光写真事業・竣工・建築写真事業・冠婚葬祭写真事

業・映像・ドローン事業等があります。 

昨年度、岡山幼稚園卒園アルバムが全国スクールア

ルバムコンテストで日本一になりました。一昨年は北

里保育園、その前は武佐小学校で入賞していて、全国

で通用する我が社の強みになっています。 

 会社の話をする上で、我が社に企業理念が無いこと

気づきました。そこで即興ですが考えてみました。 

『写真や映像を通して、すべての人に人生の大切な思

い出が感動として残るようにお手伝いをする。』いか

がでしょうか？ 

 最後に自分と社会についてです。私は現在、近江八

幡ロータリークラブ以外に９団体に所属し、社会活動

等をしています。それぞれの団体の活動が、今の私の

会社や私生活を形作っていると感じています。36歳と

経営者としてまだまだ未熟な私ですが、ロータリーク

ラブやその他の団体活動を通じて、経験や知識や人脈

を大切にしながら、自身のアイデンティティを、確立

していけるよう邁進する所存ですので、皆様今後も末

長くどうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

垣内健太 お聞き苦しい声の会員スピーチ申し訳ありま

せんでした 

長谷川卓 田原賢 垣内君スピーチありがとう 風邪早

く治りますように(^^) 

中村四郎兵衞 垣内君のご活躍を祝して 

髙木信彦 健太社長 卒園アルバム大賞受賞おめでとう

ございます スピーチありがとう お疲れ様 
永井智宏 赤井君ありがとうございました 

赤井紀之 2月 24日子ども観光大使認定式よければ見に

来てくさだい 

尾賀康裕 辻雄一 田中勝 中村四郎兵衞さん先日はお

世話になりました 

丹羽茂 長谷川会長お酒はほどほどにしましょうネ！！ 

岡村遍導 遅刻お許しください 

村田良平 赤井紀之 結婚記念日を祝っていただいて 

髙木信彦 宮尾英昭 妻の誕生日を祝っていただいて 

藤井弘実 辻雄一 中村四郎兵衞 入会念日を祝ってい

ただいて 

本日のニコニコ 33,000 円 累計 1,549,000 円 
 

 

 

出 席 報 告  （1月出席率 94.87％） 

例会日 会員数 当日出席者 メークアップ 出席率％ 

2/5 43 35 1 89.47 

1/8 43 39 2 97.50％ 

2/19 例会 2/26 例会 3/4 例会 3/11 例会 例会 毎週水曜 12：30～13：30 
会場 ホテルニューオウミ 2階 
事務局 近江八幡市鷹飼町 1481 

ホテルニューオウミ 9階 
TEL0748-34-8345 FAX0748-34-8346 
eMail omhach33rc@gold.ocn.ne.jp 

インターアクト 

びわ湖八幡ＲＣ 

合同例会 17時～ 

クラブフォーラム 

国際奉仕委員会 

委員長 赤井紀之 

節食例会 

会員スピーチ 

永井 智宏 

休会 

定款第７条 

第１節による 

 

会長(役・理) 長谷川 卓 会計(役・理) 鈴木 賢司 職業奉仕(理) 永井 智宏 情報・研修(理) 田中 勝 

直前会長(役・理) 尾賀 康裕 会場監督(役・理) 丹羽 茂 社会奉仕(理) 中島 弘雅 副幹事(書記) 岡村 遍導 

会長ｴﾚｸﾄ(役・理) 辻  雄一 会員増強(理) 際田 博巳 国際奉仕(理) 赤井 紀之 副ＳＡＡ 村田宗一郎 

副会長(役・理) 藤井 弘実 公共イメージ(理) 松村 務 青少年奉仕(理) 際田 剛志 
役：役員、 理：理事 

幹事(役・理) 田原   賢 管理運営(理) 徳永 久志 財団・米山(理) 田中 勝 

ニコニコ箱 （1/29分）    敬称略 

会員スピーチ    垣内健太君 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

配布物 週報 俳句 故山本卓次お別れ会ご案内 

幹事報告 理事会報告 承認事項 

(1) プログラム委員会 プログラム変更 

１）5/20ゲストスピーチ 社労務士山田真由子氏 

２）4/1ヴォーリズ学園宮城復興プロジェクト 

   3/25(公財）近江八幡ﾛｰﾀﾘｰ奨学会入学スピーチ 

(2) インターアクト委員会 

  ヴォーリズ学園宮城県復興プロジェクト支援 

  3/4 にプレゼン(5分)を行い依頼と支援金募る 

  4/1 プロジェクト報告(10 分) 

(3) 2019-2020年度地区大会 全員登録する 

 事務局生活習慣病検診受診 3/12 

報告事項 

１）グローバル補助金フィリピン事業ＧＧ申請とＤ

ＤＦ申請完了、1/29ＤＤＦ承認 

２）親睦委員会 富士宮ＲＣ交歓会における両クラ

ブ出し物は相談の結果、今年度はなしとする 
委員会報告 2/24 職業奉仕講演会 1時半八幡駅集合 

 

 
皆さん、こんにちは。私は 1962年生まれ５８歳です。

前回の東京オリンピックは２歳でしたので殆ど覚えて

いませんが、1969年小学 1年生の時にアポロ１１号が

人類史上初めて月面に着陸し、翌年の 1970年には大阪

で万博が開催されました。その頃に描かれた未来への

ビジョンに胸を躍らしたものでした。 

1980年代初め、高校生の皆さんと同じ年代の頃、ア

メリカの高校・大学に留学していたのですが、当時日

本とのやり取りはエアーメールによる文通でした。手

紙を出して彼女につくのが５日後で既読後、返信にま

た５日かかり、１０日後に手紙が返ってきます。１か

月に３回程のやり取りでしたが、大きな楽しみの一つ

でした。 

80年代後半に就職してから、90年代にはパソコンが、

2000 年代には携帯電話が大々的に普及します。2010

年代はＳＮＳの時代でどこにいても誰もが情報を発信

し、受信できるようになりました。 

2020 年代がオリンピック開催で幕を開けます。半世

紀前に描かれた未来のビジョンが既に現実としてここ

にあるのです。タケコプターもヘルメットにドローン

をつければ明日にでも空を飛べる、ＳＮＳがどこでも

ドアの様に、いつでも世界中の人たちと繋げてくれる、

行き先を入れれば車が勝手にそこにつれていってくれ

る、ＩＰＳ細胞による再生医療、などなど。 

皆さんが私の年齢になる頃が 2060年。皆さんはどん

なビジョンをお持ちでしょうか？私たちが想像もつか

ない未来。それは皆さんに託されています。最後に一

つだけお願いがあります。技術がどれだけ発達しても、

平和な時代を築いていってください。できるところま

では応援させて頂きます。その時、私は 100 歳。でも

その頃には平均寿命も 150 歳くらいになるのではと、

ひそかに期待しています。それではまた 2100年にお会

いしましょう。 

近江八幡ロータリークラブ 

会長テーマ 

第 2982回（No.26） 

2020.2.26 発行 

わがまち自慢 

ハイド記念館 

ウイリアム・メレ

ル・ヴォーリズが

昭和６年に設計し

た凊友園幼稚園の

園舎。満喜子夫人

が開設。名前は建

設費を寄付したメ

ンソレターム（現

メンターム）創設

者のハイド夫妻に

ちなんでいる。 
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地区スローガン 

2019-2020 

国際ロータリー会長 

Mark Daniel Maloney 

第 2650 地区ガバナー 

佐竹力總 

第 62代会長 長谷川 卓 

    幹事 田原 賢  

３Ｃ合 同 例 会 で の 会 長 の 時 間 

今日のプログラム 
開会点鐘 
ロータリーソング斉唱 
「それでこそロータリー」 
ご来客の紹介 
食事歓談 
会員のお祝い 
会長の時間 
幹事報告 
委員会報告 
プログラム 
国際奉仕委員会 赤井紀之 
出席報告 
ＳＡＡ報告 
「四つのテスト」斉唱 
閉会点鐘 



地区職業奉仕講演会       

 

 

 

びわ湖八幡ＲＣ 垣内 壽美夫様 

いつも息子 健太がお世話になっています 
長谷川卓 インターアクト卒業生の皆さんこれからも元

気で頑張って下さい！（多額） 

田畑昌人 田原賢 インターアクトクラブ乾杯！！ 

丹羽茂 ３Ｃ合同例会バンザイ 卒業生の皆さんおめで

とうございます 

川端五兵衞 髙木信彦 辻篤司 田中勝 中村四郎兵衞 

鈴木賢司 尾賀康裕 秋村昂 宮尾英昭 岡村遍導 松村務 

中西祥文 小川与志和 大嶋英寿 武内健斗 徳永久志 

際田博巳 岡田三正 インターアクトクラブ、びわ湖八幡

ロータリークラブとの合同例会を祝して 感謝！ 

宮尾英昭 武内健斗 蔵立様情報集会お世話になりました 

垣内健太 先週お配りした「商助でつながるお互いさま

のまちづくりシンポジウム 2020」は今週土曜日です 

市の事業です 是非ご参加ください 
際田剛志 鈴木先生 先日は大変お世話になりました 

岳尋幸 遅刻お許しください 

本日のニコニコ 44,000 円 累計 1,593,000 円 
 

子ども観光大使 in近江八幡認定式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 月２４日文化会館で子ども観光大使の認定式が

あり、子ども観光大使と近江八幡ロータリークラ

ブとのコラボについて赤井君より説明がありまし

た。 

 

 

ヴォーリズ学園インターアクトクラブから 104名

の生徒と 7名の先生にご参加いただきました。 

3 年生 37 名の卒業生に活動証明書授与と記念品

が贈呈されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2月 24日京都テルサホールで地区職業奉仕講演が

あり、15 名の会員が参加しました。コロナウイル 

スで開催

も危ぶま

れていた

中、全員

マスクと

消毒液で

完全武装

して勉強

してきま

した。 

 
 

 

出 席 報 告  （1月出席率 94.87％） 

例会日 会員数 当日出席者 メークアップ 出席率％ 

2/19 43 35 6 94.59 

1/15 43 39 3 100.0％ 

2/26 例会 3/4 例会 3/11 例会 3/18 例会 例会 毎週水曜 12：30～13：30 
会場 ホテルニューオウミ 2階 
事務局 近江八幡市鷹飼町 1481 

ホテルニューオウミ 9階 
TEL0748-34-8345 FAX0748-34-8346 
eMail omhach33rc@gold.ocn.ne.jp 

クラブフォーラム 

国際奉仕委員会 

委員長 赤井紀之 

節食例会 

会員スピーチ 

永井 智宏 

休会 

定款第７条 

第１節による 

公益財団法人 

近江八幡ロータリー 

奨学会卒業スピーチ 

会員スピーチ田中勝 
 

会長(役・理) 長谷川 卓 会計(役・理) 鈴木 賢司 職業奉仕(理) 永井 智宏 情報・研修(理) 田中 勝 

直前会長(役・理) 尾賀 康裕 会場監督(役・理) 丹羽 茂 社会奉仕(理) 中島 弘雅 副幹事(書記) 岡村 遍導 

会長ｴﾚｸﾄ(役・理) 辻  雄一 会員増強(理) 際田 博巳 国際奉仕(理) 赤井 紀之 副ＳＡＡ 村田宗一郎 

副会長(役・理) 藤井 弘実 公共イメージ(理) 松村 務 青少年奉仕(理) 際田 剛志 
役：役員、 理：理事 

幹事(役・理) 田原   賢 管理運営(理) 徳永 久志 財団・米山(理) 田中 勝 

ニコニコ箱 （2/19）    敬称略 インターアクトクラブ・びわ湖八幡ＲＣ合同例

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

会長 長谷川 卓 

今回の騒動で地区の主な行事も、我がクラブの例会

を取り止め２か月が経ちました。こういった危機に直

面した時にこそ会長としてのリーダーシップが求めら

れるのでしょうが、今回ばかりは何をどうしていいの

か何も思いつかず、自分の無力さを痛感させられてい

ます。皆様、くれぐれも体調にお気を付けていただき、

例会でお会いできることを楽しみにしております。 

今私の職場は、日々業務を続けております。こども

やお年寄りの命を預かる立場として不安と緊張感の中、

職員たちも頑張ってくれています。最近は気候も良く、

過ごしやすい季節になり、園庭で元気に遊ぶこどもた

ちを見ると癒され、世間の騒動を忘れさせてくれます。 

これからしばらく日々の生活における制限が続きま

すが、できることをできる範囲でしっかりとやり、今

までを見つめ直す機会にしていきたいと思います。 

 

際田剛志 

息子

二人

が小

学校

と幼

稚園

に入

学・

入園

いたしました！例会再会したらニコニコですねｗ 柔

道の練習が 2月末からずっと自粛状態です。運動不足

気味…皆様気を付けてまよう。   

 

秋村 昂 

ジョギングで免疫力ア

ップ！頑張って走って

います 
 

小川与志和 

手に入らないマスク、作って

ます。 

 

       垣内健太 

近江八幡和船協同組合とコラボで水郷めぐりを初の

ドローン撮影しました。 

観光写真事業は閉鎖。学校写真事業も休校。竣工写真

事業も停止。広告宣伝事業も停止。冠婚葬祭写真事業

のみ動いてる感じです。皆さんお元気でー  

 

近江八幡ロータリークラブ 

会長テーマ 

号外（No.―） 

2020.4.25発行 

地区スローガン 

2019-2020 

国際ロータリー会長 

Mark Daniel Maloney 

第 2650 地区ガバナー 

佐竹力總 

第 62代会長 長谷川 卓 

    幹事 田原 賢  

コロナ感染予防対策で休会中の会員皆様の近況報告 
 



 田原 賢 

緊急事態発生‼ 

 当社社員が行っている職場社員の奥さんがコロナ

感染者の疑いで入院。当社社員２人が１１日にケンシ

ンの事務所で打ち合わせしてたらしい。濃厚接触のた

め４月１３日より自宅待機に。 

 １４日にその奥さんの検査結果が出る予定。陽性な

ら当社、事務所はアウトかも。私の部屋は階が違うも

のの事務員などの出入りあり。本日の結果、陰性であ

りますよーに。（後日…結果、社員は無事でした。） 

会員の皆様も気を付けて。出来る限りの引きこもり

です。私達の直ぐそこにコロナが忍び寄ってます。 

        

       武内健斗 

 長命寺でもお参りの方は少なくなり、かつて無い春

を迎えております。私自身も山から出る機会が減りま

したが、かえって自らを見つめ直す良い機会を得た感

もいたします。 

また直に皆様にお会いできる日が必ず来ることを

信じて粛々と行いを慎み、日々祈りを捧げたいと思っ

ています。              

          

赤井紀之 

コロナの脅威が迫り来る中、当医院の受付にパーテ

ションを応急的に設置しました。 

ホームセンターで買ってきた突っ張り棒とビニー

ル シー ト

にて作製。

な んと か

今 のと こ

ろ 最前 線

で 頑張 っ

て おり ま

す。    

 

中村四郎兵衞 

創立 40周年に駅南口に

植樹した「こぶし」の花

が綺麗に咲きました。今

年は珍しく全ての枝に

花がついています。 

 

 

 

 

 

   鈴木賢司 

家族でカラオケしています！    

 
髙木みな子

コロナ収束

祈願？！に

中田さんに

教えてもら

った牧の龍

神様に通っ

ています！ 

 

筑摩 

クリスチャンではないのです

が…お家でイースター！コロ

ナからの「復活」願っており

ます。 ＳＴＡＹ   ＨＯＭＥ 

 
 
 

 

 

 

 

 

【送付資料のご案内】 

・週報号外 ・ガバナー月信 ・ロータリーの友 

皆様の近況報告お願いします。 
集まれば号外第２号を発行します。 
号外より例会のほうがいいけどね。 

 
「ニコニコ箱 」   もお待 ちしています。 

休会中にあった良かった事、お祝い等々 
どしどしご報 告 お願 いします ！      （ 後 日 納 付 ） 



 
 
 
 
 
 
 

【 臨時理事会 承認事項 】 

2/28  3/4例会休会 理事会 3/18延期 

3/6   3/18 例会休会 

3/16  3/25例会休会 休会に伴うメークアップ期間

の変更（延長） 

3/23  4/1例会休会 

3/26  富士宮ＲＣ交歓会日程 5/9～10延期 6/6～7 

4/1   4/15・22 例会休会 

4/15  4/20～例会再会時まで事務局在宅勤務 

4/21  5月例会（13・20・27）休会 

5/1   社会奉仕八幡小学校ビオトープ看板撤去 

5/7  富士宮ＲＣ交歓会 6/6～7開催中止 

5/14 １）地域社会への貢献として 

 近江八幡市へ 100 万円を寄付（教育資金） 

 ２）クラブ会員への還元 

 ホテルニューオウミの食事券 

 ３）次年度事業の充実 ①・②を実施して他の 

    計画未実施分を含め次年度繰越金が当初 

 予算より増額される 

 

 

会長 長谷川 卓 

2019-20 年度も残すところあと僅かとなりました。

本年度の上半期は順調に滑り出し、親睦活動を中心と

した充実の下半期を迎えるはずでした。2020年が明け

た時、誰がこの様な事態を予想できたでしょうか？新

型コロナウィルスが突如猛威を振るい、あっという間

に世界中を恐怖に陥れました。パンデミックの語源は

ギリシャ語のパンデミアで、パンは「全て」、デミア

は「人々」を意味します。ウィルスは人類にとって最

大の脅威であり、場所・時間・人種を選ばず、私たち

に迫ってきます。ここ数か月の間、私たちは身をもっ

てその未曽有の影響を体験しました。 

私たちがこのウィルスに立ち向かうために二通り

のアプローチがとられています。先ず、医療専門家に

よる被害者への対応と感染を防ぐためのワクチンの

開発により、ウィルスと直接対峙し克服を図る方法で

す。次に我々一人ひとりが、自身の消毒を徹底した上

で他人との社会的距離を取り、感染拡大を防止するこ

とです。ただ、このソーシャルディスタンスを取るこ

とにより、今度は私たちの社会が徐々に蝕まれてきて

います。人体への直接な感染は防げるのですが、社会

の根幹である経済・政治・医療・教育などじわじわと

分断され、非常に深刻な事態が起きてきています。 

岡村 遍導 

これだけ長く例会がありませんと、皆様と出会えない

ことに寂しく感じております。 

コロナの影響で参拝者も例年より少ないですが、そ

のおかげで寺の掃除や整理、そしてコロナ終息後に向

けての宗教活動の計画を練ったりと充実した日を過

ごしております。このコロナで感じましたことは宗教

がこのような時にどれほど大切なことかを思い知る

ことができ、宗教者としての己の不甲斐なさを知るこ

とができました。祈りは我々宗教者として当然のこと

で、そのほかに苦しみ、悲しむ人達にどのようなこと

ができるかを考えさせられました。 

体の病は病院、しかし心の病は寺や神社など宗教の

場が病院となります。この一大事をきっかけに私も宗

教者として一層精進して参ります。 

早く例会が再開されますことを希望し、皆様にお出

会いできますことを楽しみにしております。そして次

年度のクラブ活動ではご協力いただきますようお願

い申し上げます。 

 

中西 祥文 

ゴールデンウイークまでは「三蜜」を避けて活動し

て まし た

が …ゴ ー

ル デン ウ

イ ーク か

ら は活 動

自 粛 

中 …早 く

浮 きた い

なぁ～ 
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辻 雄一 

「おうちめし」で毎日の

ようにキッチンに立っ

ています。それから休み

中は家の中の整理で断

捨離しました。ゲーム機

も捨てようと思ったの

ですが子どもから「待っ

た」がかかり捨てられま

せんでした。初代ファミ

コンから数えて何台あ

るかなぁって感じです。 

  

 

 

 

 

 

 

中島 弘雅 

ゴールデンウイ

ーク中、庭の草む

しりをして全身

筋肉痛。 

 コロナ対策と

教習コースのペ

ンキ塗りを職員

全員で行ってま

す。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会奉仕委員会 八幡小学校ビオトープ看板撤去 

 八幡小学校から道路際に設置しているビオトー

プの説明看板が老朽化により傾いているので、何らか

のい対応をお願いしたいと八幡小学校教頭先生より

ご連絡をいただきました。松村前委員長と中島委員長

で状況把握の為、現場に行き教頭先生ともお話した結

果、子どもたちの通学路でもあり、安心安全の為に撤

去いたしましたのでご報告させていただきます。 

丹羽 茂 

毎日、家から会社

の往復です。それで

も暇な時には掃除

です。今日はめっち

ゃ暑いけど家の庭

の死ばかりと、たわ

むれて、汗だく💦💦に

なってます。 

芝刈り姿カワイイ

でしょ！(・∀・)!! 
 

垣内 健太 
報知新聞に掲載されました。(^＾)v 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

撤去作業費お疲れ様でした。 

5月 2日無事撤去完了しました。 

～～ ＳＡＡからのお知らせ ～～ 

休会中の「お祝」について会員誕生日🎂🎂奥様誕生日🌸🌸は

ご自宅へお届けしていますが、入会記念日と結婚記念日

のお祝は例会再開時に会員皆様と一緒にお祝いさせて

いただきます！ニコニコヨロシクネ！(^-^) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

ご来客 ガバナー補佐 甲斐切 稔様（湖南 RC） 

配布物 週報 俳句  

幹事報告 次週 3/5定例理事会 

 委員会報告 職業奉仕「奉仕と実施」提出のお願い 

 

 

ロータリーで下期が始まるということは、次年度の

準備が始まることでもあります。辻エレクトと岡村副

幹事も次年度に向けて色々と計画をスタートされてい

ることと思います。地区においても既に次年度に向け

ての準備が着々と進められています。まずは 1月 19～

25 日にアメリカのサンディエゴで国際協議会 GETS が

あり、世界中の地区ガバナーエレクトが次年度 RI会長

でドイツ人のクナークさんが RIテーマ「Rotary Opens 

Opportunity ロータリーは機会の扉を開く」を発表さ

れ、ガバナーエレクトが役割に備えるための研修を受

けられました。 

２６５０地区からは福井フェニックスＲＣのガバナ

ーエレクト松原六郎さんが参加されました。2020-21

年度の地区スローガン「ロータリーの原点に返る」に

基づき、地区を運営されていく予定です。帰国後、地

区委員会の委員長を対象に、第１回地区研修セミナー

が２月１日に開催されました。続いて２月１５日に次

年度の全ての地区委員を対象に第１回合同地区委員会

が開催され、委員会毎に次年度の活動方針についてデ

ィスカッションを行いました。引き続き第２回地区研

修セミナーも開催され、松原ガバナーエレクトが方針

を、各委員長がそれぞれの委員会活動方針を地区委員

に向けて発表されました。３月に入ると会長エレクト

研修セミナーPETSが開催されます。うちからは辻エレ

クトが参加される予定です。いよいよ次年度に向けて

のキックオフという感じでしょうか。 

地区委員会では、私も次年度はロータリー財団のグ

ローバル補助金委員会・副委員長を務めることになり

ました。うちのクラブからは、川端君と尾賀君が諮問

委員会、岡村君が国際奉仕委員会委員長および国際交

流委員会として、鈴木君が青少年交換委員会副委員長

として、丹羽君がインターアクト委員会、中島君が青

少年奉仕委員会および青少年育成委員会、そして尾賀

君が社会奉仕委員会と合計７名が地区委員会に参加す

ることになっています。 

私も次年度で地区委員を務めて１０年目になります。

VTT 委員会、国際奉仕委員会、フェローシップ委員会、

財団大口寄付・ポリオプラス委員会、そして財団グロ

ーバル補助金委員会と色んなことを経験させて頂きま

した。地区に出

て、地区内の色

んな方々との

交流を通し、多

くの事を学ぶ

ことができま

した。 

ロータリー

の原点はあく

までもクラブ

における活動

であることを

認識しつつ、地

区においても

異なる刺激を受けることもロータリーの魅力かと思い

ます。皆さんも機会があれば、是非とも地区に出向い

てみては如何でしょうか？ 
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会 長 の 時 間   地区委員 

今日のプログラム 
開会点鐘 
国歌「君が代」斉唱 
ロータリーソング斉唱 
「それでこそロータリー」 
ご来客の紹介 
食事歓談 
会員のお祝い 
会長の時間 
幹事報告 
委員会報告 
プログラム 
委員会スピーチ 
社会奉仕委員会 中島弘雅 
出席報告 
ＳＡＡ報告 
「四つのテスト」斉唱 
閉会点鐘 



 

 

皆様、前回の例会でのクラブフォーラムでは活発な意見

交換を賜り有り難うございました。以下ご意見をまとめ

させていただきました。 

① グランドラピッズ R Cとの提携の歴史について 

・J C（中田さん）が先、続いて市（岡田さん）。その後

中学生交流、交換。 

・今さらグランドラピッズはない。 

・都市の規模が全然違う。いろんな意味で噛み合わない。 

・市同士の交流が疎遠になり、R C 同士の交流にも影響。 

・姉妹都市、当初は活発な交流だった。 

・資金面の問題で交流が低迷していっている現状。 

・国際協会や市の現在の交流は低迷している。 

・現在の繋がりは、学校や昔交流されていた個人での交

流になっている。 

・グランドラピッズ R C の返答について大変問題視をし

なければならない。 

② 今年度の国際奉仕

委員会事業（沖島観光

イベントについて） 

③これからのグランド

ラピッズ R C との関わ

りについて。 

・兄弟社学園の留学生

交換などチャンネル

は維持。 

・R C単独での交流は厳しいが、市も関わるべき。 

・G.R側がどう考えているのか？知るべき。 

・沖島事業は成功→D V D 作製は良し。 

・他は年に１、2回は交流（台湾・韓国） 

・姉妹クラブまではいかずとも友好（friendship）クラ

ブを多く結んでいく。ダメなら止めれば良い。 

・湖南 R C は台湾と結ぶ→５年に 1 回姉妹提携を結び直

し→八幡も同様にすべき。 

・互いの往来はムリにしても、新年に会長のメッセージ

を交換するところから始める。 

・グランドラピッズ R C 側の担当者にそもそも認識され

ていないのでは？ 

・これが上手くいけば、スカイプ・S N Sなどで繋がる。

継続していくためにあまり重荷にならないようにする。 

・人の行き来はハードルが高いので、個人的な用事のつ

いでで良い。 

・近江八幡 R C 単独で交流を発展させていくのは不可能

に感じる。近江八幡市に打診して市とコラボして交流を

続ける。 

・グランドラピッズは大きな町で近江八幡以外にも関わ

りを持っておられる現状がある。 

・日本武道やそういった共通の事での交流が必要ではな

いか。 

・過去に交流したことがあったが、飲み会だけだった。 

・市や国際協会が活発になれば…片思いになっている。 

・時代は変わっている。こっちが必要としていない、向

こうも必要としていないなら、もういいのでは・・・新

しいところの交流先を検討が（イタリアのマントバが例）

新たなつながりを持つようにしなければいけない。 

・結論、ここの繋がりを強くして、大きな取り組みがで

きる様に心がけていく事が必要である。  
 

 

ガバナー補佐 甲斐切稔様 

 先日は職業奉仕講演会に多勢のご参加ご苦労

様でした。本日はお世話にあります 

長谷川卓 田原賢 甲斐切ガバナー補佐 ようこそ！ 

赤井紀之 本日のフォーラム皆様ご協力ありがとうご

ざいました 

長谷川卓 田原賢 髙木信彦 赤井紀之 際田剛志 

中島弘雅 松村務 永井さん 先日の職業奉仕講演会

ではお世話になりありがとうございました 

マスクありがとう お疲れ様でした！ 

長谷川卓 田原賢 子ども観光大使の認定式での赤井

委員長の発表素晴らしかったです ご苦労様

でした 

赤井紀之 先日の子ども観光大使認定式無事終えるこ

とができました ご協力ありがとうございま

した 

赤井紀之 お陰様で沖島プロモーションビデオ完成で

きました 皆様ご協力ありがとうございまし

た 

際田剛志 中島弘雅 田中勝 松村務 徳永久志 

小西眞 武内健斗 大嶋英寿 村田宗一郎 田畑昌人 

丹羽茂 小川与志和 赤井国際奉仕委員長 子ども観

光大使認定式お疲れ様でした ＤＶＤありが

とうございました！ 

永井智宏 Guid to OKISHIMA Great Wonderful!! 

長谷川卓 田原賢 丹羽茂 インターアクトとの３ク

ラブ合同例会 皆様お疲れ様でした 

永井智宏 職業奉仕講演会へのご出席ありがとうござ

いました 感謝です！ 

永井智宏 「私の奉仕の理念と職業奉仕の実践」ご提

出の程よろしくお願いいたします！ 

長谷川卓 蔵立さん情報集会大変お世話になりありが

とうございました 

辻篤司 田畑昌人 中西祥文 岳さん先日の情報集会

ありがとうございました 

蔵立郁夫 中田全一 中島弘雅 立木 健  

 結婚記念日を祝っていただいて 

藤井弘実 廣内和也 誕生日を祝っていただいて 

村田良平 廣内和也 入会記念日を祝っていただいて 

本日のニコニコ 64,000 円 累計 1,658,000 円 

 

 

 

 

出 席 報 告  （1月出席率 94.87％） 
例会日 会員数 当日出席者 メークアップ 出席率％ 

2/26 43 35 2 91.89 

1/22 43 39 4 100.0％ 

3/25 例会 4/1 例会 4/8 例会 4/15 例会 例会 毎週水曜 12：30～13：30 
会場 ホテルニューオウミ 2階 
事務局 近江八幡市鷹飼町 1481 

ホテルニューオウミ 9階 
TEL0748-34-8345 FAX0748-34-8346 
eMail omhach33rc@gold.ocn.ne.jp 

会員スピーチ 

辻 篤司 

会員スピーチ 

村田 宗一郎 

休会 

定款第７条第１節 

委員会スピーチ 

社会奉仕委員会 

中島 弘雅 
 

ニコニコ箱 （2/26）    敬称略 

クラブフォーラム国際奉仕委員会 赤井紀之君 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

ご来客  米山奨学生ヴィンセントセバスチャン君 

配布物  週報 俳句  ロータリーの友 ガバナー 

  月信 会員手帳シール 万葉集紹介 

幹事報告 事業報告書提出のお願い  

     ホテル食事券配布のお知らせ 

 委員会報告 社会奉仕 6/13駅前花壇植え替え作業 

  のお知らせ 

 

 

皆さんご無沙汰しておりました。 

３月に例会を休会にしてから早３か月が経ちました。

疫病の流行による休会自体が異例な状況でしたが、こ

こまで深刻な状況になるとは夢にも思いませんでした。

２０２０年の始まりはオリンピックの開催や日本ロー

タリー１００周年など夢に溢れた幕開けでした。街に

は外国人観光客が溢れ、景気もうなぎ上りで最高の盛

り上がりを誰もが想像していたのではないでしょう

か？ 

今年初めのロータリー活動を振り返ってみると、先

ず１月８日に新年家族例会が開催されました。１月１

８日はびわ湖八幡と合同で「はちのこ」とインターア

クトクラブと

餅つきを行い、

２月１９日そ

の３クラブ合

同例会が開催

されました。２

月２４日は午

前中に子ども

観光大使の認

定式があり、昼からは京都で地区職業奉仕講演会に参

加しました。２月２８日にはヴォーリス学園の卒業式

に来賓として参加させて頂きました。また、地区関連

においても、次年度に向けての会合が多く開催されて

いました。 

しかし３月に入ると状況は一変し、国内における経

済活動が停止し、オリンピックの延期、ロータリーで

も地区大会・国際大会等の中止が発表され、暗くて長

いトンネルに突入した様相でした。色々な情報が交錯

する中、皆様におかれては日常生活や職場においても

不安感や緊張感につつまれたのではないでしょうか？ 

３か月が経過し、感染者数も減少傾向になり、緊急

事態宣言が解除され、ようやく閉塞感や息苦しさから

も解放され、皆さんとこうしてお会いできることを非

常に嬉しく思います。しかし、休会前と比べると日常

生活も大きく変わり、尚且つ今回の騒動を機に色々な

問題も顕在化してきており、これから起りうる大きな

パラダイムシフトを見極める力が必要になってくると

思います。今年度初めに会長の時間で「変化と安定」

についてお話をさせて頂きました。今までの「変化」

の概念はある程度予想ができた上での対応でしたが、

このような事態は想定しておらず、想定外の変化への

対応は、より困難で時間を要することと思います。 

前回の週報でも言及させて頂きましたが、奇しくも

マローニー本年度RI会長のテーマが「Rotary Connects 

World-ロータリーは世界をつなぐ」ですが、その年度

に世界はウィルスによって分断されてしまいました。

多くの人々が無力さを感じる中、今後を見据えて、こ

の傷ついた世界を修復し、再び世界をつなぐ為に私た

ちロータリアンが英知を結集できるかが試されている

と思います。また皆さんと共に「手に手を」取り、語

り合える時を楽しみにしております。 

近江八幡ロータリークラブ 

会長テーマ 

第 2984回（No.28） 

2020.6.17発行 

わがまち自慢 

かわらミュージアム。

1995年に八幡堀沿い、

八幡瓦工場跡地に建て

られた瓦をテーマにし

た博物館。300 年以上

続く八幡瓦の歴史を後

世に正しく伝える為、

瓦作りの製造と道具を

展示している。 

周辺は国の伝統的建

造物群保存地区に選定

されており、古い街並

みを残している。 
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今日のプログラム 
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ロータリーソング斉唱 
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ご来客の紹介 
会員のお祝い 
会長の時間 
幹事報告 
委員会報告 
プログラム 

委員会事業報告 
出席報告 
ＳＡＡ報告 
「四つのテスト」斉唱 
閉会点鐘 



 

 

 

職業奉仕委員会 委員長 永井智宏 

地域の繁栄こそが地域における奉仕活動の源であ

るとの想いより、滋賀県の地場産業の製薬業について

学ぶため、大原薬品工業の工場を見学。職業奉仕月間

では「職業奉仕の手引き：実践しよう」に基づき、理

念についてお話しをし「私の実践」について、会員の

想いを綴った冊子を作成しようと計画をし皆様に提出

をお願いしています。（6月 23日まで） 

社会奉仕委員会 委員長 中島弘雅 

環境美化活動・緑化推進事業への参加。八幡小学校

道路際に設置しているビオトープの看板が「老朽化に

より傾いている」と連絡があり看板を撤去しました。 

また会長の想いの中で今一番何が必要なのかを考え、

近江八幡市への子どもの家庭学習のための通信機器支

援として 100 万円を贈呈。フォーラムでは「プラスチ

ックごみと地球環境」についてディスカッションを行

いました。 

国際奉仕委員会 委員長 赤井紀之 

 今年度はグランドラピッズと向き合う一年にしよ

うと地区補助金で「沖島体験イベント」を開催。英語

で沖島を紹介するＰＶを作製しグランドラピッズ R C

へ送付して地区へも事業完了報告をしています。 

フォーラムではこれからの姉妹クラブとの関わり方

等についてフリーディスカッションをしました。 

青少年奉仕委員会 委員長 際田剛志 

武道体験教室はスポーツを通じて青少年が楽しく体

験する場を提供し、将来のスポーツ選手又は、社会で

活躍する人材のきっかけづくりとなればと思い事業を

実施いたしました。また RYLAは 2名研修生の派遣依頼

をしており承諾を得ておりましたが、重大感染症の感

染リスクの影響により、5 月に予定しておりました

RYLAの開催が中止となりました。 

クラブ管理運営 親睦委員会 委員長 徳永久志 

家族旅行は『鳴門のうずしおと吹き戻し体験ツアー』、

お月見例会では落語家「笑福亭純瓶」師匠に本格的な

落語を披露、新年例会では『新春お年玉争奪クイズ大

会』を開催しました。3 月以降、例会と富士宮交歓会

がコロナの影響で中止となったことは残念ですが次年

度に盛大に開催していただきたいと思います。 

出席委員会 委員長 中田 全一 

 令和の時代に万葉集を紹介し毎回例会を楽しんでい

ただけるようにと、また出席率の向上につながるよう

に努めました。皆様のご協力ありがとうございました。 

規定審議記録保存委員会 委員長 中村四郎兵衞 

本年度は規定変更がありＲＩよりメークアップ期間

が変更となりました。また人頭分担金が増額されまし

た。変更については徳永委員長にご尽力頂きました。 

 

 

長谷川卓 再開の再開を祝して（多額） 

田原 賢 久々の例会を祝して（多額） 

辻 雄一 皆様お久しぶりです コロナに負けず頑張

りましょう（多額） 

藤井弘実 皆様お元気でお過ごしでしたでしょうか 

久し振りの例会楽しみにしていました（多額） 

永井智宏 ロータリー例会再開を祝して（多額） 

丹羽 茂 皆さんお元気でしたか コロナに負けずが

んばりましょう（多額） 

中島弘雅 事業報告をさせていただいて（多額） 

松村 務 コロナ中も忙しかったです(takusan ﾆｺﾆｺ) 

赤井紀之  久し振りに皆様のお顔を拝見できて

(takusan ﾆｺﾆｺ) 

村田宗一郎 例会再開を祝して（(takusan ﾆｺﾆｺ） 

赤井紀之 国際奉仕委員会に皆様のご協力賜り一年間

ありがとうございました 

小川与志和 再開を祝して 瀕死の私に愛を下さい 

際田博巳 会員増強の際田です 皆様お久しぶりです 

今後も増強にご協力をお願いします 拝 

際田剛志 青少年奉仕事業にご協力ありがとうござい

ました 今後もご指導お願いいたします 

立木 健 米山奨学生 ヴィンセントセバスチャン君

をお迎えして！ 

中田全一 皆さんコロナに負けず頑張りましょう 

小西 眞 皆さんに久し振りにお会いしてお元気そう

で何よりです コロナ少し落ち着いてきてま

す三密に注意してもう暫く頑張りましょう 

鈴木賢司 大嶋英寿 田中勝 例会の再開を祝して！ 

宮尾英昭 皆さん大変ご無沙汰です 

中西祥文 皆様との再会に感謝 

田畑 村田良 赤井 松村 辻篤 際田剛 垣内 尾賀 

 誕生日を祝っていただいて 

田畑 丹羽 中田 武内 鈴木 辻篤 入会記念日を

祝っていただいて 

田畑 丹羽 中西 際田博 鈴木 松村 辻雄 中村 

田中   妻の誕生日を祝っていただいて 

田畑 小西 宮尾 中西 際田博 鈴木 際田剛  

辻雄 中村 田中 結婚記念日を祝っていただいて 

本日のニコニコ 211,000 円 累計 1,874,000 円 

前回掲載漏れがありました。お詫びして訂正します。 

会員誕生日 4/27 大嶋英寿君入会記念日 6/14 田畑昌人君 

結婚記念日4/17 大嶋英寿君＆育子様 5/14小川与志和＆貴子様 

 

 

 

 

  

6/17 例会 6/24 例会 7/1 例会 

各委員会事業報告 

会員増強・職業分類 

公共イメージ 

財団米山・情報研修 

最終例会 

退任挨拶 

会長・副会長 

幹事・ＳＡＡ 

2020-2021年度 

就任挨拶 

会長・副会長 

幹事・ＳＡＡ 

ニコニコ箱 （6/10）    敬称略 委員会事業報告 
 

緑の少年団駅前花壇植え替え作業 
暑い中お疲れ様でした 
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