
 第１６７１回例会は、会員選考委員長の木村
光伸君に「氏神様とは？」とういう題で卓話して

いただきました。 

 氏神様も色々な呼び方があって、氏神様、鎮

守、産土と三種類がありますが、本来それぞれ

意味が違うそうです。 

 氏神様とは、古代皇族が自分たちの守り神と

して祀ったものだそうです。有名なところでは、秦氏を祀ったのが伏見

稲荷大社、賀茂一族を祀ったのが下賀茂神社、藤原氏を祀ったのが

春日大社です。多賀大社も氏神を祀った神社であり、豪族・犬上君を

祀ったのが多賀大社の始まりであろうと言われています。  

 鎮守とは、お寺を守るために作られた神社で、有名なところでは日吉

大社これは比叡山延暦寺の鎮守、金剛輪寺の鎮守は高野山の麓にあ

る丹生都比売神社という神社です。 

 産土は、自分が生まれた所の神様です、すなわち自分たちの祖先の

霊がこもっている土や砂、そこから生まれてきたという考え方で、昔戦

争に行く人たちは、自分たちの生まれた所の土を御守袋に入れて持っ

て行ったそうです。 

 また、全国にたくさん有る八幡神社には自

分たちの祖霊が祀ってある所であると思って

お参りをしてくださいと教えていただきました。 

 最後に会長から、「皆さんお体に気を付けて

新年を迎えてください」という言葉で今年最後

の例会を締めくくられました。 

次回例会プログラム 1月15日   

35周年事業in荒神山ビデオ： 

     王本君&レポーターほしかさん 

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 

◇本年はいろいろと御協力御支援ありがとうございました。来 

 年もどうぞよろしく御願いします…廣瀬君 

◇卓話の時間をいただいて…木村(光)君 

◇今年は大変お世話になりました ありがとうございます。本 

 日申しわけございません お先に失礼します…松本君 

◇今年も大へんおせわになりありがとうございました。来年も 

 よろしくお願いします…野村(郁)君 

◇皆さんのおかげで無事幹事の職を半分おえることができまし 

 た。来年もよろしくお願いします。結婚記念日自祝…高木君 

◇今年も大変御世話になりました。会員様のよきお年をお迎え 

 下さい…櫻本君 

◇本年最後の例会となり皆様方にいろいろと御世話になり来年 

 度もよろしく…川端君 

◇家内の誕生日自祝 来年もよろしくお願いします。…杉本君 

◇今年も一年間ありがとうございました。皆様よいお年をお迎 

 え下さい…田中君 

◇一年間お世話になりありがとうございました。来年もよろし 

 くお願い致します…平居君 

◇木村宮司様 お話を楽しみにしております。よろしくお願い 

 します。一年間の「無事」に感謝して…宮嶋君 

◇◎お陰様で年越しできます。有難うございました。◎家内の 

 誕生日を祝って頂いて…野村(善)君 

◇家内の誕生日自祝…一圓君 

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

1月22日プログラム    

「情報集会報告」：ロータリー情報委員会担当 

＊＊＊例会報告＊＊＊ 

ニコニコ箱    計７1,000円 総計1,660,000円                     

＊＊＊地区大会お知らせ＊＊＊ 
 ２０１２～２０１３年度地区大会が４月１２日～４

月１４日に大津にて開催されます。スケジュールは下

記の通りです。 

前 日 ２０１３年４月１２日（金） 

■地区大会ゴルフ交流会 8:30～ 

 場所 ジャパンエースゴルフ倶楽部 

１日目 ２０１３年４月１３日（土） 

■会長・幹事・地区委員長会議 

 場所 大津プリンスホテル 14：00～16：00 

２日目 ２０１３年４月１４日（日） 

■RI会長代理ご夫婦を囲む朝食会 

 場所 琵琶湖ホテル 7：30～8：30 

■新会員セミナー 

 場所 大津プリンスホテル 9：30～11：00 

■地区指導者育成セミナー 

 場所 コラボしが２１ 10：00～11：30 

■新世代フォーラム 

 場所 びわ湖ホール 10：00～11：30 

■大会本会議 

 場所 びわ湖ホール 12：30～16：30 

■懇親会 

 場所 大津プリンスホテル 17：00～19：00 

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

 12月25日  会員数：70人 (出席免除会員  16人)     12月８日 会員数：70人 (出席免除会員 16人) 

当日出席：52人 メーキャップ：３人 出席率86.67％  当日出席：54人 メーキャップ：7人  出席率96.83％  

◇今年もお世話になりました…清水君 

◇一年間お世話になりました。来年もよろしくお願い致します 

 …松宮君 

◇一年間お世話になりました。来年もよろしく、良き年であり 

 ます様に…木村(泰)君 

◇来年もよろしくお願いします…児島君 

◇今年一年間お世話になりありがとうございました…所君 

◇メンバーの皆様良いお年を！来年も宜しくお願い致します 

 …門野君 

◇一年間お世話になりました。皆様よいお年を…馬庭君 

◇皆出席自祝…西山君 

◇ＳＡＡの許可をいただいてお先に失礼します…渡邉(孝)君 

◇皆出席祝って下さって…北川(泰)君 

◇今年一年ありがとうございました。来年も良き年であります 

 ように！…泉君 

◇本日で今年も終り 各委員の皆様ありがとうございました 

 …橋川君 

◇一年間ありがとうございました…森野君 

◇一年間お世話になりました 来年も宜しくお願いします… 

 大菅君 

◇創立創業記念日 自祝 一年間お世話になりました…浅野君 

◇一年間ありがとうございました。来年もよろしくおねがいし 

 ます…山口君 

彦根南ロータリークラブ                ◇認 証  1978年6月15日                  

◇例会日  毎週火曜日 12:30～13:30         ◇例会場   ビバシティーホール   

                                   TEL:0749-27-5170      

◇事務局    〒522-0043 滋賀県彦根市小泉町160-4    TEL:0749-23-2102  FAX:0749-23-2108 

■ＵＲＬ   http://hikoneminami-rc.com    ■E-MAIL   minamirc＠oregano.ocn.ne.jp 

プログラム 

ご祈祷（12：20～）  

 開会点鐘 

  「君が代」 

「奉仕の理想」 

 ゲスト紹介 

 食事・自由歓談 

 会長の時間 

 各種お祝い 

 幹事報告 

 委員会報告 

 ＳＡＡの時間 

ニコニコＢＯＸ 

出席報告 

例会タイム 

閉会点鐘 

2013年1月8日  NO.26  第1672回例会 

彦根南ロータリークラブ彦根南ロータリークラブ  週報 週報 20122012--2013 2013 

 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     新年例会 

          場所：多賀大社 

         親睦活動委員会担当    

【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 

奉仕プロジェクト担当理事   ：杉本定幸 

国際奉仕担当理事     ：北澤一朗  
  

新年を迎えて 

 
   会長 廣瀬滋夫 

 新年あけましておめ

でとうございます。

皆々様には、ご家族お

そろいで健やかな新年をお迎えのこと

とお喜び申し上げます。本年もどうぞ

よろしくお願いたします。 

昨年は、ガバナー公式訪問をはじめ

「湖東ちびっ子野球大会」や、創立35

周年記念事業「荒神山古墳史跡の保存

と歴史勉強会」等を成功裡に終えるこ

とができました。会員の皆様の厚いご

支援ご協力のたまものと厚く御礼申し

上げますと共に、青少年や地域との

絆、会員同士の絆がより深まったもの

と思います。また、例会出席率の向上

や事務局体制の確立も事務局員の努力

と会員皆様のご支援により順調に進ん

できております。 

本年は、特に5月14日（火）には、

国際ロータリー理事である松宮剛夫妻

（剛さんは愛知川出身、奥さんは彦根

出身）を招いての35周年記念式典を予

定しております。 

あと半年間、皆様方のさらなるご協

力をお願いして新年の挨拶といたしま

す。 

＊＊＊お祝い＊＊＊ 

会員誕生日お祝い 

松本 隆君   S20年1月 1日 

安田 勉君   S30年1月 1日 

泉 藤博君   S30年1月 2日 

山岸長兵衛君  T14年1月 8日 

野村善一君   S 4年1月 9日 

黒田一臣君   S47年1月 9日 

木村泰造君   S25年1月21日 

北澤一朗君   S34年1月26日 

三木愛雄君   S28年1月26日 

梅本正和君   S32年1月28日 

入会記念日お祝い 

川端芳孝君  H 8年1月 9日17年 

櫻本武志君  H18年1月24日 7年 

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 黒田一臣 



＊＊年男の抱負＊＊ 
  七度目の巳年を迎えて 
    

     野村善一(昭和4年1月9日生） 

  いつの間にか馬齢を重ね明１月９日

で、満８４歳になります。自分ではこの

歳まで、自分で自動車を運転して、クラ

ブの例会に出席できるとは到底考えだに

しておりませんでした。６５歳の春に、胃がんの宣告を受

け、全く先が真っ暗。自分の会社のこと、公職のこと家族

のこと等、これからどうすればよいのかと悩みに悩んだこ

とが・・幸い矩先生のお力によって開腹することなく、内

視鏡手術によって無事人生の危機を乗り越えさせて頂きま

した。以来、頭の先から足の先まで諸先生方の医力によっ

て今日の日を迎えさせて頂いております。何よりも医学の

進歩、医療制度のお蔭と。更に忘れてならないのが神仏の

お蔭と感謝いたしております。 

私は昭和４年１月９日の己巳（つちのとのみ）初巳の日

に生まれ両親からお前は大洞弁財天の授かり子と深い信仰

の元に育てられました。戦中・戦後・現役と一生を通して

まさかの時に見えない力でお助けを頂いたと思うことがし

ばしばありました。 

わたしにとっては、大洞弁財天が守り神様と有難く感謝

の日暮らしです。  

そして最後に書き忘れてはいけないことがありす。それ

は当クラブの皆さんです。三世代に亘る年齢巾、夫々の地

域業界のトップの経営者の集まり。このクラブの一員とし

て35年に亘っての交流によって、人間の幅も広くなり、知

識も豊富に、先輩を鏡に、後輩からは限りないエネルギー

を頂き、日々を明るく楽しく過させて頂く術を教えて頂き

ました。唯々感謝合掌あるのみの毎日です。    

      年男の抱負 

 
大塚恵昭（昭和28年7月12日生） 

 新年あけましておめでとうございま

す。自分でも信じられないのですが、今

年で還暦を迎えることになりました。２

０歳代の頃は、還暦の自分を想像もしな

かったのですが、今思えば、体力が少々衰えて、お腹が

ぷっくり出てきたのと、髪が若干薄くなった事を除け

ば、２０歳代の頃の自分と大きく変わったとは感じられ

ません。それだけ人間として成長していないと言えま

す。せっかく栄えあるロータリークラブに入会させて頂

き、見習うべき先輩が多いのにこんなことではいけない

と焦るばかりです。 

 今年は、まずは健康管理を一番に、『３減エン』を心

がけようと念じています。 

 一つは減煙。年齢的にも良い節目の年なので思い切っ

て禁○も視野に入れています。二つ目は減宴。宴会には

参加させてもらっても、今までの様な飲み方は具合悪い

です。お酒はほどほどにしようと。。。三つ目は文字通

り減塩です。血圧も高めですので、塩分控えめの食事を

意識したいです。 

 あとは、本を読む時間を作り、１冊を完読することで

す。我が家と会社の本棚には読みかけの本がずらりと並

んでいます。にもかかわらず、また新しい本を買ってし

まう悪い癖を直したいと思います。 

 迎春随想 

  清水修三(昭和16年3月28日生) 

 

「元旦や されば野川の 水の音」 

 これは来山の句で、元旦の気分の

新たな時、いつも聞きなれた野川の

音さえ異なって聞こえてくるという心境をうたいあげ

ています。 

 時代こそ違いますが、この迎春の感動は今も変わら

ないと思います。 

 元旦は、天地自然が一新、人心森羅万象これ新たに

感ずるものであります。 

 2013年の早春巳年生まれの私、いつのまにか72歳に

なり冒頭の俳句の来山の心境にも似た感動を覚えるも

のでございます。 

 元旦を迎えるにあたり、今までの人生を振り返り、

自問自答を繰り返しておりました。 

 ある程度、経験をつんでくると他人の意見を聞かな

くなります。 

 自分の過去に、自信がある場合は特にそうです。 

 すべて自分の過去の経験だけを軸に判断しようと

し、若い時のように心を無にして学ぶ姿勢がなくなっ

てしまっていないか？ 

 それゆえ（新しい情報を、それがどこからくる情報

であっても虚心に耳を傾ける）姿勢をどれくらいもて

るかで老化の状態を評価することが出来るのです。 

 今年も素直な気持ちで自問自答を繰り返し行い、自

らに答えられる心構えを養いつつ頑張っていきたいと

思います。 

 皆様におかれましても、良い年にしてくださる事を

お祈り申し上げ新年の挨拶と致します。  

     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。 

 

＊＊年男の抱負＊＊ 

     今年の抱負 
                                    

滝 次宏(昭和40年7月26日生） 

 私は税理士試験に合格して14年、独立

開業して12年が経ちました。 

 税理士試験を受験するまでの私の夢

は、①税理士試験に合格する 

             ②独立開業する 

            ③自分の事務所を建てる 

           の三つでした。 

一応、すべて実現できたのですが、試験合格は非常に苦労

しました。高校入試、大学入試の何倍も苦労しました。私

は大学卒業後、地元の金融機関に就職したのですが、急に

『税理士試験を受ける』と言って２年で退職し試験勉強を

始めました。当初は私の周り人すべてが受験に反対でし

た。両親も、折角大学を卒業して就職したのに大変がっか

りしたと思います。それでも最終的に私に協力してくれた

のは、やはり両親でした。そのため、私が税理士試験に合

格した時は、母親は『よかったな、よかったな』と言って

泣いていました。私はその時初めて両親に苦労を掛けたん

だと理解しました。私は小さい頃、非常に貧しかったのを

覚えています。両親は共働きで子供の学費と生活費を稼ぐ

のに必死でした。とても二人の子供を大学にやれる状況

じゃなかったと思います。それでも借入をしてでも子供を

大学に行かせてくれたのは、両親ともに自分に学がなかっ

たことで苦労したので子供に同じ思いをさせたくないとい

う思いがあったのだと思います。私のわがままを聞いて大

学受験、税理士受験をさせてくれた両親に感謝していま

す。私の両親は、もうすぐ８０歳です。あと数年の命だと

思います。苦労を掛けた両親のために出来るだけのことは

してあげたいと思います。特に、今まで貧しかったので贅

沢をしたことがないと思いますので、少し贅沢をさせてあ

げたいと思います。私は今の自分の状況に感謝していま

す。目標というものは特にありません。現状維持で十分で

す。ただ、今年は両親のために何か喜ぶようなことをして

あげたいと思います。これが私の今年の目標です。       
        

新年抱負 

 

   三木愛雄(昭和28年1月26日生） 

 

目標を明確に自己革新に努めます 

 

 皆様、新年明けましておめでとうございます。昨

年５月に入会させて頂き、無事新年を迎えることが

できました。私にとって、昨年は、ロータリー入会

とともに仕事内容も変わり、非常に有意義な一年で

した。環境が変わることは、大変な半面、新しい発

見、気づきがありました。もちろんﾛｰﾀﾘーで新しい

つながりも頂き、感謝しています。そして、入会以

来、例会毎の一週間が何と早いことか、この一週間

は何をしてきたのかと以前より強く感じるようにな

り、時間の大切さを改めて痛感しています。 

  

 今の世の中、いつどんなことが起きるかわかりませ

ん。新年がどんな年になるかより、自分でどんな年

にしたいのか。 

  

 まだまだﾛｰﾀﾘｰに慣れるどころか、わからない事が

たくさんありますが、自分自身を信頼し、ﾛｰﾀﾘｱﾝと

しても、仕事人としても、目標を明確にし、自己革

新に努めていく所存です。 

 本年も皆様のご指導よろしくお願い致します。  

      

Ｐ5 ロータリアンを結んで５０年～創刊60周年 

 「ロータリーの友」が創刊６０周年に際して、６０年間の歩み

と「この１０年を振り返って」と題して、歴代委員長６名による

座談会の様子が紹介されています。 

Ｐ17 新しいロータリーを知る 

   ～特集 ロータリー理解推進月間 

 「ロータリーの綱領」の日本語訳が久しぶりに「ロータリーの

目的」として改訂され、現代的な表現になり、親しみやすく、わ

かりやすいものになって紹介されています。 

Ｐ⑦ この人、この仕事 大山健太郎さん 

 アイリスオーヤマ㈱代表取締役の大山健太郎さんの講演（第

2790地区のＩＭ基調講演）の内容が「ピンチを成長のﾊﾞﾈとし

て」と題して紹介されています。 

Ｐ○24  ロータリーアットワーク 
 彦根ロータリークラブの記事が紹介されています。 

＊ロータリーの友必見処＊ 


