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本日のプログラム 

           ご 挨 拶                  
                       会長 奥山二三男 
 この度、伝統ある彦根南ロータリークラブ会長を仰せつかり、身に余
る光栄に存じますと共に、責任の重さに心身共に引き締る思いです。こ
の35年間に築き上げられた伝統を引き継ぐことは、浅学非才の私にとっ
て重荷でございますが、一生懸命努めさせて頂きますので、会員皆様の
ご指導ご協力の程を切にお願い申し上げます。 
 さて、当クラブも創立35周年の節目を過ぎ、新旧入り混って次なる時
代に向け、歩みを始めようとしています。先輩諸兄が培って来られた伝

統実績の上に、これからの時代を見据えつつ、彦根南ロータリークラブらしさを感じる
行動をして行くべきと考えます。 
 今年度、RI会長 ロン・バートン氏は、年度テーマとして「ロータリーを実践し、みん
なに豊かな人生を」と提唱され、又これを受け、RI2650地区ガバナー坂本克也氏は、地
区スローガンに「あなたの善から、みんなの善へ」と提唱されました。これは、今一
度、ロータリー（アン）の基本に帰り、「善意に基づいた行動」をあらゆる形で実践し
て行こうとの事ではないかと思います。 
 そこで今年度、私はクラブのテーマを「善意の輪を拡げよう」とさせていただきま
す。我々ロータリアンが、ロータリー活動の名のもとにやる事為すことは全て善であ
り、そうでないものは無い訳ですが、私達がロータリアンとして、世に奉仕が出来る立
場にある有難さを忘れず、一年間「善」という広大なテーマに向き合って行こうと思い
ます。従来より、ロータリー用語としてよく使われる、I serve（アイ・サーブ）、We 
serve（ウィ・サーブ）の言葉があります。坂本ガバナーは、ロータリアン一人一人が善
の行動をし、さらに会員各自の善の集積によって社会に大きく奉仕する、即ちI serve 
の精進を向上し、更にその結果としてWe serve の奉仕の輪が広がる・・・と言っておら
れます。私もこれ迄 I serve ､We serve の意味が正直理解出来ていませんでしたが、
今、少し判ったような気がします。この一年間多少なりともガバナーが提唱された
「善」というテーマが実践出来ればと思います。 
 尚、年当初の計画としましては、クラブで最大の長寿イベントであり今年25回目とい
う節目を迎える「湖東ちびっ子野球大会」を盛大に行う他、（必要に応じて）昨年の
「35周年記念荒神山植樹プロジェクト」の補足作業、又、彦根クラブとの合同例会の開
催を予定している他、親睦の面におきましても、年忘れ家族会を始め、種々の親睦行動
につきましても怠りなく実施し、会員相互の一層の親睦融和を図って参りたいと考えて
おります。 

《会長挨拶 》 



国際ロータリー会長経歴 
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ロンD. バートン氏は、2007年、オクラホマ大学財団会長の職を最後に引退しました。米国連邦最高裁判所弁護士協

会、オクラホマ州弁護士協会、クリーブランド郡弁護士協会の会員、米国弁護士会の会員として、非課税法人委員

会、米国弁護士会慈善組織のための不動産・遺言検認・信託委員会の委員も務める同氏は、米国ボーイスカウトのラ

スト・フロンティア・カウンシルの副会長を務め、シルバー・ビーバー賞を受賞しています。また、ノーマン・ユナ

イテッド・ウェイのジュニアリーグ・ボランティア最優秀市民賞も受賞しています。 

 1979年以来のロータリアンであるバートン氏は、米国オクラホマ州ノーマン・ロータリー・クラブの元会長で、現

会員です。これまでに、地区ガバナー、規定審議会代表議員（1992年および1995年）、国際協議会グループ討論リー

ダーとモデレーター、ゾーン研修リーダー、ロータリー情報カウンセラー、委員会やタスクフォース・メンバー、RI

会長代理、RI会長のエイド、2011年ニューオーリンズ国際大会委員長を歴任しました。また、理事会では、執行委員

会、運営委員会、監査委員会の委員も務めました。  

 さらに、ロータリー財団開発委員会のコンサルタント、恒久基金米国アドバイザー、ロータリー財団地域コーディ

ネーター、インターナショナル・ポリオ・プラス委員会委員、恒久基金リーダーシップチームのメンバー、ポリオ・

プラス広宣部メンバー、ロータリー財団地域コーディネーター研修プログラムのモデレーターを務めた経験もありま

す。2006-10年度はロータリー財団管理委員、2008-09年度は財団管理委員会副委員長、また、未来の夢委員会委員お

よび副委員長も務めています。  

 そして、2013-14年度、バートン氏は国際ロータリー会長に就任します。 

RI超我の奉仕賞、ロータリー財団功労表彰状、ロータリー財団特別功労賞、ポリオのない世界を目指す奉仕賞の受賞

者でもあるバートン氏は、ジェタ夫人と共に、ポール・ハリス・フェロー、ベネファクター、大口寄付者、ポール・

ハリス・ソサエティ、遺贈友の会、アーチ C. クランフ・ソサエティの会員でもあります。 

 今日のロータリー・クラブの例会風景は、一見して、50年前の例会とは大分様子が違っています。また、34,000あるク

ラブすべてを訪れれば、さまざまな経歴を持つ人々が、世界のありとあらゆる言語を話し、地元レベルから国際レベルま

で、実に多様な奉仕プロジェクトを行っている姿を目にするでしょう。週末に近所の公園にある遊具を修理しているクラ

ブや、ほかのクラブと協力して何千キロも離れた学校の衛生設備を整えているクラブなど、大小さまざまな方法で、この

世界をより良くするためにロータリアンは活動しています。 

 今日、ロータリーで目にすることの多くは、昔とは違います。しかし、ロータリーの土台は変わっていません。私たち

の土台は、これまでと同じように、ロータリーの中核的価値観、すなわち、奉仕、親睦、多様性、高潔性、リーダーシッ

プです。これらの価値観こそが、ロータリアンとして私たちを定義づけるものです。私たちは、これらの価値観に従って

生き、地域社会にこれらの価値観を広めようと努力しています。 

 私たちは、推薦され、その推薦を受諾することを選択してロータリーに入会しました。そして、入会した後にも、日々、

選択を行っています。それは、ロータリー・クラブの単なる一会員でいるか、真のロータリアンとなるか、の選択です。 

 ロータリアンであるということは、週に1度例会に出席するよりも、ずっと大きな責任です。それは、独特な方法で 

世界を見ること、そして、その世界における自分の役割を見ることです。地域社会の問題を自分自身の責任として受け止

め、それに基づいて行動し、イニシアチブを発揮し、最善の努力をすること、簡単な道ではなく、正しい道を歩むことを

意味します。 

 私たちは皆、世界をより良くする活動に自ら参加するために、ロータリーに入会しました。人生におけるあらゆる物事

と同じように、ロータリーの奉仕では、努力すればするほど、多くを得ることができます。形だけの努力だけなら、大し

た成果は上がりませんし、本当の満足感は得られないでしょう。しかし、ロータリーを真に実践し、ロータリーの奉仕と

価値観を日々活かす決意をすれば、自分がいかに素晴らしい影響をもたらすことができるかが見えてくるでしょう。そう

して初めて、人々の人生を真に豊かにしようというインスピレーション、やる気、パワーが沸くのです。そして何よりも、

あなた自身の人生が一番豊かになるはずです。 

 2013-14年度のロータリーのテーマ、そして私から皆さんへのチャレンジは、「ロータリーを実践し みんなに豊か 

な人生を」です。 

皆さんは、ロータリーの襟ピンを身につけることを選択しました。これからどうするかは、皆さん次第です 

ロン D. バートン会長メッセージ 



   ・・・お祝い・・・ 

      

     幹 事 挨 拶 

 

          幹 事 櫻本武志 

 

 奧山二三男会長のもとで2013～2014年

度の幹事の大役を仰せつかりました。 

不安と緊張で一杯でありますが、本年度

の奧山会長の｢善意の輪を拡げよう｣の

テーマのもと全力で実践してまいりたいと思います。 

 本年は、奧山会長の想いであります「東北支援活動」を社

会奉仕委員会のお力で事業を成し遂げたいと考えておりま

す。又、各クラブ活動を更に充実したものとするために、全

力を尽くしたいと考えております。 

 一年間、会員の皆様の多大なお力添えと、ご指導の程宜し

くお願い申上げます。 

     週報掲載記事投稿のお願い 

 今年度も例年通り、週報への掲載記事につきまし

てメンバーの皆様方よりご投稿をお願いいたしま

す。 

今年度は、奥山会長の「善意の輪をひろげよう」と

いうテーマについて、皆様方の体験を踏まえた面白

いエピソードなどを募集したく思います。つきまし

ては、もう少し投稿し易いように「善意」を「感

謝」と言い換えて、日頃「感謝したこと、感謝され

たこと」をテーマに皆様方の体験を広くメンバーに

伝えることで、感謝の輪、善意の輪を広げていきた

いと考えております。 

会報雑誌委員会メンバー一丸となって、一年間皆様

へ充実した情報提供ができるよう頑張りますので、

皆様のご投稿是非とも宜しくお願い致します。 

◇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 

    滝 次宏君     S40年7月26日 

◇入会記念日  

   西村正司君          H20年7月 1日    5年 

    木村光伸君          H21年7月 7日    4年 

    上田健一郎君        H21年7月 7日    4年 

    宮嶋誠一郎君        H11年7月13日   14年 

    梅田満寿雄君        H 4年7月28日    21年 

    所庄五郎君          S61年7月29日    27年 

  黒田一臣君     H24年7月10日  1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 

 

第25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 
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なお開会式は7月27日（土）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！ 

   今週のＺＥＮ（膳）コーナー 
 

今年度は週報に先週の膳（昼食）内容を写真にて

紹介していきたく思います。これは、前週の食事

を思い出すことで、その時の話題を思い出した

り、食事に感謝したり、一週間前の昼食が思い出

せれば相当記憶力があるなど、まさに前週の膳で

善意の輪を広げたいと考えます。 



 6月25日（火）18：00より、2012-2013年度の最終例会

が恒例のグランドデュークホテルにて開催されました。

廣瀬会長より一年間の活動報告がなされ、今年は特に35

周年事業について、メンバーが一丸となって取り組めた

ことに感謝の意を述べられました。例会終了後は大塚親

睦委員長の司会で大懇親会が実施されました。廣瀬会長

の挨拶、奥山新会長へのバッジ交換、そして奥山新会長

の決意表明がありました。引き続き、高木幹事より一年

間を振り返られ、櫻本新幹事へバトンタッチされまし

た。そして、野村直前会長による乾杯の挨拶で開宴とな

りました。今年度は35周年事業があったので、その苦労

話など熱く楽しく語り合い、親睦の絆をより深められた

ひと時を過ごせたと思います。最後は「手に手つない

で」の大合唱の後、松本副会長による中締めで閉会とな

りました。さあいよいよ36年目のスタートです。 

馬 力文さん(米山奨学生) 

例会出席報告 

6月25日 

出席率 ﾒｰｷｬｯﾌﾟ 

92.42％ 

当日出席 会員数 

69(14) 

69(14) 

6月11日 

59(2) 

44(7) 

2 

11 91.80％ 

7月16日 

「委員長挨拶」 プログラム委員会担当 

ニコニコ箱 計145,000円 総計3,595,000円 

7月9日 
「宮城県田ノ浦地区震災復興プロジェクト」 

   県立大学大学院生 諏訪昌司氏 ・ 杉原祥浩君 

         社会奉仕委員会担当 

◇一年間皆様には大変御世話になり、ありがとうございました 

 …廣瀬君 

◇最終例会一年間大変お世話になりありがとうございました 

 …松本君・梅田君・青山(憲)君・宮川君・櫻本君・菊川君・  

 田中君・藤本君・後藤君・平居君・西村君 

◇みなさんのおかげで無事最終例会を迎えることができました 

 一年間ありがとうございました…髙木君 

◇一年間皆様方にお世話になりました。次年度もどうぞよろし 

 く…川端君 

◇最終例会お世話になります。次年度もよろしくお願いします 

 …野村(郁)君 

◇最終例会お世話になります。廣瀬会長、高木幹事一年間お疲 

 れ様でした…奥山君・松宮君・馬庭君・杉本君・山口君 

◇会長はじめご苦労さまでした…山岸君 

◇最終例会廣瀬会長以下役員の皆様方一年間ご苦労様でした。 

 …野村(善)君 

◇◎廣瀬会長、高木幹事一年間大車輪で頑張って頂きお疲れ様 

 でした◎大塚親睦委員長初め、親睦委員の皆さん一年間ご苦 

 労様でした。最終例会もお世話になります…藤居君 

◇会長はじめ役員の皆様一年間ご苦労様です。又最終例会御世 

 話になります…酒井君・橋川君 

◇最終例会お世話になります。親睦委員会お世話になりました 

 …木村(泰)君・門野君・池田(定)君 

◇一年間本当にありがとうございました。みなさんのご協力に 

 感謝申し上げます…大塚君 

◇野村さんＤＶＤありがとうございました。拝見しましたがと 

 てもすばらしいものでした。最終例会お世話になります 

 …村上君 

◇最終例会を無事迎えられて会長、幹事様一年間お疲れ様でし 

 た…杉原君 

◇野村善一さんすばらしいＤＶＤをありがとうございました。 

 一年間の勝手をお許し下さい。社業発展に精進致します。一 

 年間プログラムにご協力下さりありがとうございました… 

 宮嶋君 

◇最終例会よろしくお願いします。野村様35周年記念ＤＶＤあ  

 ありがとうございました…安田君 

◇廣瀬会長、高木幹事各委員長様一年ありがとうございます 

 お世話になりました…一圓君・青山(茂)君・所君・児島君・ 

 西澤君・渡邊(長)君・樋口君・浅野君・梅本君・三木君・ 

◇最終例会お世話になります…北川(十)君・棚橋君・大橋君・ 

 西山君・渡邉(孝)君・北澤君・北川(泰)君・大菅君・森野 

 君・今村君・山脇君・黒田君・滝君 

◇最終例会お世話になります。家内の誕生日を祝っていただい 

 て…清水君 

◇最終例会お世話になります。一年間ありがとうございました 

 創立創業記念自祝…上田君 

前回例会報告 

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 

【ソングリーダー】 ◎大菅良治  浅野浩司  山脇秀介  森野隆  梅本正和  三木愛雄  黒田一臣  田村芳宏 

【会報雑誌委員会】 委員長：大菅良治  副委員長：滝 次宏  藤居富造  大橋和夫  北澤一朗  田村芳宏 

ご来客 


