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2012年7月3日  NO.1  第1647回例会 

 国際ロータリーテーマ 「奉仕を通じて平和を」 
国際ロータリー会長：田中作次 

 地区テーマ       「Bridge the Gaps」 
2650地区ガバナー：河本 英典 

 彦根南RCテーマ     「強い絆で」 
彦根南ロータリークラブ会長：廣瀬滋夫 

本日のプログラム 

「役員挨拶」 

【2012-2013年度役員・理事】 
 

会           長  ：廣瀬滋夫   

直   前   会   長  ：野村郁雄   

会 長 エ レ ク ト    ：奥山二三男 
副     会     長  ：松本 隆 

幹           事  ：髙木淳一   

会           計  ：櫻本武志 

Ｓ     Ａ     Ａ  ：川端芳孝 

クラブ会員担当理事      ：田中寿信 

クラブ広報担当理事      ：菊川太嗣 

クラブ管理運営担当理事    ：藤本邦宏 

奉仕プロフェジェクト担当理事 ：杉本定幸 

国際奉仕担当理事     ：北澤一朗  

 

  ご 挨 拶  「強い絆で」        

                     廣瀬滋夫                                               

 このたび大変名誉ある彦根南ロータリークラブ会長に就任し、

身の引き締まる思いであります。特に本年は創立３５周年を迎

え、なお一層その責任を強く感じております。もとより器の小さ

い頼りない私ですが、精一杯努めて参りたいと思います。 

 本年の国際ロータリー会長である田中作次氏は、「奉仕を通じ

て平和を」と提唱されました。平和をどのように定義するにせよ、それは奉仕を

通じて達成できる目標であると唱えられております。 

 そのテーマを受けて、２６５０地区ガバナーである大津ロータリークラブの河

本英典氏は「隔たりをなくそう」という地区スローガンを掲げられました。ロー

タリアンであり続けるためには、仕事であり、奉仕であり、ロータリーを楽しむ

ことであり、私たちの活動が社会に与える影響でなければならないと述べられて

います。 

 その為には各クラブがより団結しなければと思います。昨年の東北大震災以来

「絆」という言葉を何度も耳にし、改めてその言葉の重さを痛感しております。

本年は「強い絆で」というテーマで主に下記の点を重点的に取り組んで参りたい

と思います。 

１，会員との絆 

 当クラブは青年期から壮年期への過渡期である３５周年を迎えました。大先輩

から３０歳代の若者までの親子以上の年の差の年齢構成は本クラブの特徴でもあ

ります。お互いの世代を尊重しつつも、世代を超えて交流できる雰囲気づくりを

めざし、親しく会話のできる例会、会員をより知ることのできる機会を増やし、

会員同士の絆を強くしてゆきたいと思います。 

２，地域との絆 

 当クラブは、青少年健全育成をモットーに長年、湖東ちびっ子野球大会を開催

し本年で２４回目を迎えました。地元の小学生や保護者の方々にも楽しみにして

いただいており、本年も開催したいと思います。また３５周年記念事業として

は、仮称「荒神山古墳プロジェクト」を企画しております。地元の青少年を対象

に、先人の築いた遺産を守っていく活動や植樹など環境保護活動を通じて、地域

との絆を深めてゆきたいと思います。 

 この１年「絆」という言葉をかみしめながら、楽しく意義のある クラブ生活

にしたく、会員皆様方のご協力を是非よろしくお願いいたします。 

ソングリーダー：◎北川泰史 大菅良治 橋川高治 浅野浩司 王本智久 山脇秀介 今村英二 森野隆  



奉仕を通じて平和を 

     

           2012-2013年度 

            国際ロータリー会長 

              田中作次  

 平和という概念は、人によって、文化によって異なりま

す。心の平安や家族の幸せ、満足感を指す場合もある

でしょうし、人間の基本的ニ－ズが満たされた安全な状

態を指すこともあるでしょう。平和をどのように定義するに

せよ、それは奉仕を通じて達成できる目標です。 

 ロータリーにおいて、奉仕とは、片手間にすることでも、

たまに取り組んでみることでもありません。奉仕とは生き

方です。それは、思いやりの心を重んじることであり、調

和へといたる道です。生活のあらゆる場面で奉仕を実践

することによって、私たちは分かち合いの精神を育み、

友好を見出し、平和の道を選ぶことができます。 

 2012－13ロータリー年度には、平和が私たちの焦点、

そして目標となり、ロータリアンの皆さまには、「奉仕を通

じて平和を」もたらすため、積極的に活動していただくよ

うお願いいたします。平和に向けた努力は、すべての

人、家族、クラブ、地区、地域、そして国から始まると思

います。 

 ロータリーの中核にあるのは、奉仕の力に対する信念

です。奉仕を優先すれば、自分よりも他者のニーズが優

先され、考え方ががらりと変わり、人々が抱える困難に対

し、深い同情の心が生まれます。人々を助けよう、人々

がもっと幸せになるよう自分にできることをしよう、という気

持ちがさらに湧き上がります。自分の時間やリソースを惜

しみなく与え、新しい考え方に対してもさらに心を開くこ

とができます。それは、他人を変えようとするのではなく、

すべての人やものが自分に何かを教えてくれること、毎

日、新たな成長の機会が与えられることを認識すること

になります。 

 奉仕を通じて、私たちは、違いに対して寛容になり、周

囲の人に対して感謝の気持ちを抱くようになります。感

謝の気持ちを持てば、もっと相手を理解でき、あらゆる人

の中に善を見出せるようになります。こうした理解を深め

ることで、他者への尊重の念が高まり、互いに対する尊

重の念があれば、人々は平和に暮らすことができると思 

います。 

 ロータリーの奉仕は、さまざまなかたちで平和を助長し 

私たちは、クラブと地区で、世界中の地域社会に健康、

安全、人間の尊厳をもたらすために活動し、競争よりも

協力、自分の儲けよりも公益に価値を置こうという気持ち

が、私たち一人ひとりの中に生まれます。自分を見つめ

ることを通じて、私たちは、完璧な人間などいないという

こと、そして誰もが人から何かを学べるということを理解し

ます。 

 ロータリー独自の標語、「超我の奉仕」は、奉仕の最高

のかたちを表しています。このような奉仕こそ、私たちが

歩むべき道であると、私は信じています。この道はロータ

リアンが築いた道であり、世界のすべての人々が歩むこ

とのできる道です。さらに深い思いやり、満足、寛容、理

解へといたる道です。「奉仕を通じて平和を」を標榜する

なら、私たちは、自分たち、そして世界のために、さらな

る平和へ向けて邁進していくことができるでしょう。平和と

いう概念は、人によって、文化によって異なります。心の

平安や家族の幸せ、満足感を指す場合もあるでしょう

し、人間の基本的ニーズが満たされた安全な状態を指

すこともあるでしょう。平和をどのように定義するにせよ、

それは奉仕を通じて達成できる目標です。 

       2012-2013年度 国際ロータリー会長 

                    田中作次 

        田中氏プロフィール 

 ロータリー財団管理委員として、2009年バー

ミンガム国際大会委員会の委員長を務められ

ました。その他の任務として、RI理事、ロータ

リー財団地域コーディネーター、地区ガバナー

のほか、ポリオ撲滅提唱グループ、恒久基金

委員会、未来の夢委員会の委員を務められま

した。  

 ロータリー平和フェローシップ基金を設立し、

京子夫人とともに、ポール・ハリス・フェロー、恒

久基金ベネファクター、大口寄付者となってい

ます。  

 受賞経歴として、超我の奉仕賞、ロータリー

財団の特別功労賞を受賞されました。  

 



     幹 事 挨 拶 

         幹 事 高木淳一 

 廣瀬滋夫会長のもとで、2012～2013

年度幹事の大役を仰せつかりました。 

本年度は特にクラブ創立35周年の記念

の年になり、記念事業並びに記念例会を実施しなけれ

ばなりません。 

廣瀬会長のテーマである「会員との絆」「地域との

絆」を大事にしながら事業を進めて行きたいと思いま

す。ただ、事務局員不在でのクラブ運営のスタートと

なり、大変不安を感じています。会員皆様のより一層

の協力をお願いします。 

＊＊＊＊＊お祝い＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

◇会員誕生日 

  矩 照幸君     S29年7月 5日 

  森野 隆君     S35年7月 5日  

  大塚恵昭君     S28年7月12日 

◇入会記念日  

   西村正司君          H20年7月 1日    4年 

    木村光伸君          H21年7月 7日    3年 

    上田健一郎君        H21年7月 7日    3年 

    鳥越清和君          H21年7月 7日    3年 

    宮嶋誠一郎君        H11年7月13日   13年 

    梅田満寿雄君        H 4年7月28日    20年 

    所庄五郎君          S61年7月29日    26年 

◇ご夫人誕生日  

    山岸長兵衞君 

     ご夫人美佐子さん 7月3日 

◇結婚記念日 

  浅野浩司君       7月7日 

     週報掲載記事投稿のお願い 

 表題の通り2012～2013年度におきまして、週報の掲

載記事についてメンバーの皆様のご投稿をお願いいた

します。 

今年度は廣瀬会長が“強い絆で”というテーマを掲

げられました。当委員会はこのテーマから、メンバー

の皆さまが強く“絆”を感じておられる「人」や「も

の」について週報に掲載していきたいと思います。 

日頃から「大事にしている人」、「大切にしている

もの」等に関してその大事な、大切な思いを文章にし

ていただき、改めて“絆”を感じていただければと、

思います。 

会報雑誌委員会のメンバーが皆様にお願いしました

際には、是非お気軽にお引き受け下さいますよう、何

かとご多忙とは存じますが宜しくお願い申し上げま

す。 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

第24回彦根南ロータリー杯 

     第1回戦ちびっ子野球大会組み合わせ 

4年生の部 

  第1 試合   平田 VS 金城 

         城東 VS 多賀 

         旭森 VS 佐和山 

  第2 試合   秦荘 VS 甲良東 

         城西 VS 城北 

         河瀬 VS 豊郷 

  第3 試合   城南 VS 稲枝東 

        愛知川 VS 城陽 

         愛東 VS 豊郷VS河瀬の勝者  

5年生の部 

  第1 試合   豊郷 VS 稲枝東 

        佐和山 VS 城西 

         金城 VS 稲枝西 

         城南 VS 愛知川 

  第2 試合   豊郷 VS 稲枝東 

         城陽 VS 城北 

         高宮 不戦勝 

         平田 VS 甲良西 

  第3 試合  甲良東 VS 豊郷VS稲枝東の勝者 

        愛 東 VS 佐和山VS城西の勝者 

         城東 VS 金城VS稲枝西の勝者 

        野球塾 VS 城南VS愛知川の勝者 

    第4 試合  城北 VS 城陽VS城北の勝者  

        高宮 VS 秦荘 

 

 なお開会式は7月22日（日）8：30から甲良町少 

年野球場にて行われます。是非御参加を！ 

     週報担当を終えるにあたり                                                                     

         2011～2012年度 会報雑誌委員長 

                    後藤道博        

 前年度一年間、野村会長、法村幹事、退会されました

が大協理事始め会員各位、事務局の皆様のご協力いただ

き最終週報を無事発行することができました、大変感謝

しております。委員一同お礼を申し上げます。委員長と

いたしましては、週報掲載記事にご協力いただいたメン

バー様、また誤字脱字等のご指摘をいただきましたこ

と、本当に皆様有難うございました、厚く御礼申し上げ

ます。 

 最後になりましたが、樋口副委員長は

じめ委員会の皆様一年間おつかれ様でし

た。 

 



                         最終例会開催 
 

 前回6月26日は2011-2012年度最終例会が、18時からグランドデュークホテルにて開催されました。 

 例会では野村会長から1年の活動を振り返り総括された後会員皆へ、事業に対する協力に対して感謝

の意を述べられました。 

 例会終了後は会場を移動して、菊川親睦委員長の司会で懇親会が行われました。野村会長の挨拶、廣瀬新会長へのバッ

ジの交換の後、新会長が決意を述べられ、続いて法村幹事が１年間を終えられた素直な感想を語られ、髙木新幹事への事

務局の鍵の引き継ぎが行われ、新幹事がご挨拶されました。梅田直前会長の乾杯の挨拶で杯を上げ、宴が始まりました。 

 メンバー各々が杯を傾け、この１年間を振り返り、その労をねぎらい、熱く楽しく語り合い、和気藹々の雰囲気の中で盛り上が

りました。最後は「手に手つないで」の大合唱の後、渡邉副会長の中締めでお開きとなり、３５周年へとつなぐ本年度の最終事

業が終了しました。廣瀬新体制、３５周年の年がいよいよ次週からスタートします。 

例会出席報告------------------------------------------------------------------------------------ 

6月26日   会員数：６８人(出席免除会員 16人)    ６月12日  会員数：67人(出席免除会員 16人) 

当日出席：60人 メーキャップ：0人 出席率88.23％  当日出席：55人 メーキャップ：1人 出席率100％ 

次回例会プログラム 7月10日   

「新理事挨拶」：プログラム委員会担当 

会報雑誌委員会 委員長：樋口英彰 副委員長：王本智久 野村善一・山脇秀介・森野隆 

7月17日プログラム 

「新委員長挨拶」：プログラム委員会担当  

◇野村会長楽しい1年ありがとうございました…北澤君 

◇今年一年お世話になりました。最終例会お世話になりまし 

  た…所君 棚橋君 

◇親睦委員さんご苦労様です。…渡邊(長)君 

◇親睦委員長、委員の皆様一年間ありがとうございました。 

  …田中君 

◇最終例会を迎えて、野村会長をはじめ役員の皆さんご苦労様 

  でした…青山君 

◇一年間お世話になりありがとうございました…大菅君 

◇最終例会ありがとうございました。一年間お世話になりまし 

  た…鳥越君 

◇最終例会よろしくお願いします…山脇君 

◇会長・幹事お世話になりました。最終例会お世話になりまし 

  た。…木村(泰)君 

◇本日最終例会お世話になりありがとうございました…森野君 

◇野村会長はじめ役員の皆様ご苦労様でした…一圓君 

◇最終例会お世話になります。一年間ご苦労様でした…川端君 

◇最終例会に参加させて頂きありがとうございました…山口君 

◇野村会長はじめ役員理事の皆様、一年間お疲れ様でした。親 

  睦委員の皆様ありがとうございました…樋口君 

◇1年間ご苦労様でした…池田(定)君 山岸君 杉本君 

◇1年間ありがとうございました…西村君 

◇最終例会野村会長ありがとうございました…安田君 

◇今年度もお世話になりました…酒井君 

◇1年間野村郁雄会長にはお世話になりました…池田(良)君 

◇最終例会親睦さんありがとうお世話様でした…門野君 

◇ロータリーは楽しみでもあり修行でもあり､1年間ありがとう 

  ございました…宮嶋君 

◇野村会長・法村幹事1年間ご苦労様でした…藤居君 

◇品位のあるロ－タリ－をめざして責任をすすめてまいりま 

 した。会長も皆様のおかげで無事に務めさせていただくこ 

 とができました。本当に皆様ありがとうございました。 

 ･･･野村(郁)君 

◇一年間幹事として大変お世話になりありがとうございまし 

  た。･･･法村君 

◇最終例会までこぎつけました。･･･渡邉(孝)君 

◇本年度お世話になりました。直前会長の役も本日をもって 

  終了させていただきます。･･･梅田君 

◇一年間のご協力ご支援感謝申し上げます。･･･西山君 

◇一年間お世話になりました。野村会長・法村幹事ご苦労様 

  でした。･･･髙木君 

◇最終例会お疲れ様です。一年間皆様には大変お世話になり 

  ありがとうございました。･･･菊川君 

◇野村会長、役員の皆様一年間ご苦労様でした。最終例会お 

  世話になります｡･･･大橋君 

◇最終例会お世話になります。…後藤君 奥山君 北川君  

 清水君 松本君 村上君 今村君 王本君 藤本君 大塚君 

◇一年間お世話になりました。野村会長・法村幹事ご苦労様 

 でした…櫻本君 上田君 

◇野村会長・法村幹事一年間ご苦労様でした…野村(善)君 

  馬庭君 松宮君 

◇一年間出席委員長としてご迷惑をかけました…木村(光)君 

◇最終例会参加できてありがとうございました…平居君 

◇野村郁雄会長以下役員の皆様1年間大変ご苦労様でした。 

  …廣瀬君 野坂君 

◇役員の皆様お疲れ様でした･･･橋川君 

◇最終例会に参加できてありがとうございます。…三木君 

◇金曜日は歓迎会ありがとうございました…梅本君 

         ＊＊＊ニコニコ箱＊＊＊ 計118,0000円 総計3,191,500円 

四つのテスト １，真実かどうか ２，みんなに公平か ３，好意と友情を深めるか ４，みんなのためになるかどうか 


