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《新年を迎えて 》
会長 奥山二三男
新年明けましておめでとうご
ざいます。メンバー各位におか
れましては、ご家族お揃いでよ
き新年を迎えられた事とお慶び申し上げま
す。旧年中は格別のご指導ご鞭撻を賜り、お
陰を持ちまして一年前半の諸行事を進めて来
られましたことにつき、厚く御礼申し上げま
す。本日は新年初の例会を迎え、いよいよ一
年後半のスタートとなりました。昨年7月の会
長就任以来、果してこの大役がうまく全うで
きるのか不安に包まれながら綱渡りのような
日 々 でし たが、東 日本大 震 災復 興支 援プ ロ
ジェクトをはじめ、色々の行事を順次進めさ
せて頂き、どうにか本日の折り返し点まで辿
り着くことが出来ました。改めて皆様のご協
力に感謝申し上げます。今日以降は、2月末の
彦根ロータリークラブとの合同例会を始め、3
月末の地区大会等々後半に於ける諸行事を控
えております。6月末のゴールに向けてクラブ
の今後の活動運営に頑張って努めてまいりた
いと存じますので、本日も倍旧のご指導ご鞭
撻を賜りたく何卒よろしくお願い申し上げま
す。
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お祝い

会員誕生日お祝い
松本 隆君
泉 藤博君
山岸長兵衛君
野村善一君
黒田一臣君
木村泰造君
北澤一朗君
三木愛雄君
梅本正和君
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S47年1月 9日
S25年1月21日
S34年1月26日
S28年1月26日
S32年1月28日

入会記念日お祝い
川端芳孝君
櫻本武志君

H 8年1月 9日
H18年1月24日

結婚記念日お祝い
髙木淳一君

1月 8日

ご夫人誕生日お祝い
杉本定幸君
ご夫人 裕美さん
野村善一君
ご夫人 美木さん

1月 1日
1月 7日

《年男の抱負 》
「午年を迎えて」
青山

憲三（昭和17年5月10日生）

新年あけましておめでとうございます。
本年も宜しく御願い申し上げます。
本年は6回目周り年、改めてよくよく考
えてみれば、今日までこれという大過も無

「新年を迎えて」
渡邊 長康

（昭和17年6月25日生）

新年明けましておめでとうございま
す。
旧年中は会員の皆さまには何かとお世
話になり有難うございました。

く迎えられる事を喜び、今まであまり気にかけて無かった両
親へあらためて感謝すべき事を思いおこしました。もう一つ
の妻への感謝はもう少し先へ残しておきます。
中学生の時、体育館の建設を毎日眺めていて、設計という
仕事が有ることを知り、建築科の高校へ進学卒業後、建築の
設計会社に勤務、勤務会社の解散に会い自営の道に進み今日
を迎えました。設計という仕事に一生関われ又自分の心の中
では天性の職業に付けた事を誇りに思い此れからも仕事を続

何時の間にか還暦を過ぎ６度目の周り年を迎えました。
地元の金融機関を退職し、生まれた町の稲枝にある大学に
再就職してから早７年経過しました。そして当彦根南ロー
タリークラブに入会させていただきましてからも７年目を
迎えることができました。
これもひとえに今まで健康でいられたことが第一であり、
家族と周りの方々のお陰だと感謝いたしております。
健康の秘訣は決まった時間に起きて、規則正しい生活をお

けて参りたいと思います。
知人の紹介により、彦根南ロータリーにご縁を頂き、30年
あまり過しましたが、その間会長職その他の役員を務めさせ
て頂き会員各位には多大の協力とご支援を賜り、何とか今日
まで会員として在籍することが出来ました。より多くのメン
バーと出会い研鑽する機会を得ることが出来、振り返ってみ
れば、自分の人生にとってかけがえのない、有意義な時間
だったと思います。今、しばらくはロータリーライフを楽し

くることが、一番大事なことだと思っています。
私はこれといった趣味も無く、強いて言えることは土に触
るぐらいなもの。もともと田舎育ちであることから、最近
は畑に季節の野菜を先輩方に教えていただきながら栽培し
ていくことに喜びを感じています。
これからも野菜や、くだものを育てることと、残された時
間を有意義に過ごし、健康に気をつけながら少しでも地域
の皆さまにお役に立てるように頑張って行きたいと思って

もうと考えておりますので、宜しくお付合いの程お願い申し
上げます。

います。どうかこれからもよろしくお願い致します。

「新年・還暦に思う・・・
看脚下(かんきゃっか)」

「年

男

の

抱

負」

髙木淳一(昭和29年11月11日生）
兒島裕明（昭和29年5月12日生）
新年の還暦にあたり、父の座右の銘に
「看脚下」を思い出した。代表的な禅語
で、夜道に灯火が消えた時、法演襌師が
弟子の見解を聞き、「看脚下（足元を見よ）」と答えて、禅
師を感服させた、という故事。
突然暗闇に覆われるような事態に陥ったときも、慌てずに自
分の足もとに目を向け、一歩一歩を確かめて進めば道も開け
てくる、と解釈しています。立ちはだかる課題の解決に際
し、自分自身の「脚下」にこそ答えがある、ということであ
ろう。
企業経営者にとって、理想やビジョンを高らかに掲げ、会社
の百年の大計に向かって進んでいくことは大変重要である。
しかしながら、それだけではなく、自らの足もと、すなわち
その企業の置かれた現状・実態を踏まえることを忘れてはな
らないと・・・ 晩年の父が話をしていたように思う。
還暦を迎える年とロータリークラブ会長を拝命するこの時こ
そ、今ここにある「現実」を見据えて、足もとから着実に一
歩ずつ前に進んでいくことが最も重要なのではないだろう
か。 改めてこの言葉の重みを噛みしめつつ、気持ちを新た
にしています。

新年あけましておめでとうございま
す。本年還暦を迎えると言っても１１
月生まれですから、ついこの前５９歳
の誕生日を迎えたばかりで、６０歳は
まだ一年先といった感があります。子どもの頃６０歳とい
えば老人と思っていましたが、いざ自分が６０歳になると
しても老人といった感覚はまだありません。家族や周りは
どう思っているかわかりませんが。身体的には二十歳代と
比べれば身長が少し縮んだり、体重が１０㎏増えたり、ウ
エストが１０㎝増えたといったところです。ただ、根気が
なくなったり、物忘れがあったり、腰痛があったりと年相
応の変化はあります。これから６０歳代になると、業界で
の役職が増えてきそうで、しばらくはより忙しくなり自分
の時間が取れなくなりそうです。役職を終えた後本当の老
人になってしまうのはかないませんので、今のうちから老
後のぼけ防止ためにももっと趣味を増やしていかなければ
ならないと思っています、何か手頃なものがあればお誘い
頂けると幸いです。

《年男の抱負 》
「新年を迎えて思う事」
所

庄五郎（昭和17年8月9日生）

新年あけましておめでとうございま
す。
いつの間にか年男の72歳になったなん
て、自分でも信じられません。この年になるまで本当に色
んな病気になり、ロータリーの先生に色々御世話になりま
した。平成6年頃肺に異常が見つかり、市立病院で色々検査
してもらっても原因が解らず、豊郷病院の佐川先生の所に
行ったらこの病気は昔流行った難病のサルコイドーシスで
ある事を見つけてもらい、滋賀医大で２ヵ月入院しまし
た。ステロイドのきつい薬を飲んでいたため、その後毎年
色んな病気で入退院を繰り返しました。平成19年3月20日
（火）の例会日の朝9時頃会社で急に目が回り立ってられな
くなり、救急車で友人山崎病院に搬送され矩先生に見ても
らったら脳梗塞だと言う事がわかり、あーこれで私の人生
も終わりかなと思いました。その後先生の処置が早かった
おかげでほとんど障害も無く退院する事が出来ました。こ
の年になって思う事は人生体が資本、健康が第一だと思い
ます。皆様も病気の時は佐藤先生や矩先生に相談されたら
良いかと思います。今年一年皆様にとって健康でいい年で
ありますように。

「私の抱負」
門野

明（昭和17年8月3日生）

明けましておめでとうございます
六回目の年男を迎えるに当って
優柔不断で自己中心的、
身勝手な生活態度を改め、
明るく、健康（禁煙も）で、
妻にもやさしく気配りの出来る行為で、
「心機一転」新年を迎えたいと思います
私の抱負です.どうぞ宜しくお願い申し上げます

「年男の抱負」
今村英二（昭和41年11月14日生）

彦根南ロータリークラブの皆様、新年明
けましておめでとう御座います。
新たな年を迎え、まさに月日は過ぎ去る
のスピード感覚が非常に早く感じる今日こ
の頃であります。小生もご縁ありまして、
こちらの彦根南ロータリークラブに入会させて頂きましたのが
「年男の抱負」
一昨々年でした。過去複数年に渡り、県内の複数の他ロータ
リークラブやライオンズからのお誘いもありましたがこちら入
西村正司（昭和29年11月28日生）
会させて頂いたきっかけはパリヤの大塚社長さんよりお誘いを
頂きこちらの彦根南ロータリークラブに入会を決意させて頂き
今年で5回目の回り歳、還暦を迎え
ました。
ることになりました。まだまだ若いと
今振り返れば、こちらの彦根南ロータリークラブにご縁が
思いながらもいつの間にか歳を重ねて あったのかなと思っております。
またロータリークラブはメイキャプと言うシステムが魅力の
まいりました。
一つでもあります。皆様もご承知のとおり、他のクラブに出席
父が還暦の時と言えば、代替わりをし、私が代表者に
なった時でした。私の場合は、まだ後継者が修行中で世代 できると言うシステムのことです。県外はもちろん海外までメ
イキャプ出席が可能です。小生は国内外問わず比較的、出張が
交代とはいきませんが、これからも健康に気をつけ頑張っ
多い時期がありますので入会してから過去には首都圏のクラブ
て、家業を続けていきたいと思います。還暦（60年で再び や海外のクラブにメイキャップに行った経験があります。やは
生まれた年の干支に還る）を節目とし、また一からの新た り、これらのメイキャップにより地域や国を越えた、日本国内
な気持でこれからの人生を、楽しみ、なおかつ、時間を大 外のロータリアンとの出会いができお互いの名刺交換ができ、
さらに情報交換までできて大変嬉しいです。今現在も外国の
切に過ごせたらと考えております。
これからの商いは、正直・感謝を忘れずに家族仲良く力を ロータリアンとメールのやり取りをしながら情報交換をしてお
ります。これらすばらしい経験ができるのがロータリアンの魅
合わせ行くことが継続の一つの鍵ではないかと思います。
力を感じることができる。今後もこれらのすばらしい経験を人
創業260年270年を目指し、いかに地域の皆様にご贔屓にし
生の中の楽しみにして行きたいと思います。
ていただけるか、難しい時代になると思いますが高校時代
当クラブは県内のクラブでの会員数は上位になっております
の教えである「忘己利他」の心で頑張りたいと思います。 が今後は新たな目標にチャレンジをする等、今年より遠くない
将来、この彦根南ロータリークラブよりガバナーやガバナー補
本年も皆様のご指導宜しくお願いいたします。
佐を選出できる体制の構築を検討すべきに時期にきているので
はないでしょうか？
また本年度の国際奉仕委員会におきましても小生がアメリカ
に住んでいた経験を生かし微力ながら貢献できれば幸いで御座
います。
最後に、今年は年男でありサラブレットのように目一杯、今
年度末までレーストラックを駆け抜けたいと思います。

前回例会報告
本日第1720回例会は今年最終の例会と
なりました。例会タイムでは、先般7班
に分かれて実施されました情報集会の報
告があり、各班の代表が内容を発表され
ました。今回のテーマは、当クラブの良
い点・悪い点、会員増強・親睦・奉仕の
度合で、様々な意見交換がありました。
主な内容は次の通りです。
＊新入会員に対しても皆が非常に温かく
迎えてくれる。＊情報集会の機会を増や
すことで日頃の疑問点など解決できるこ
とが多いだろう。＊もっと例会時に親睦
を深められるような仕掛けをしたほうが
良い。＊会員数の多さを生かした事業が
できないか？＊幹事経験者が会員増強を
担当してはどうか？＊エレクトーンの生演奏は素晴
らしい。今後も続けてほしい。＊基本的に学ぶこと
の多い場であるので、多くのメンバーの例会等への
積極的参加を勧めたい。＊以前の退会者の二世を入
会してもらってはどうか？＊女性会員の入会を今後どうするの
か検討すべきである。

ニコニコ箱 計56,000円 総計1,569,000円
◇今年最後の例会を迎えました。半年間有難うございました…
奥山君
◇今年一年間お世話になりました。来年もよろしくお願いします
…川端君・木村(泰)君・髙木君・西村君・泉君
◇今年一年お世話になりました。やっと半年後半分ガンバリま
す。お力添え宜しくお願いします…櫻本君
◇一年間お疲れ様でした…杉本君
◇一年ありがとうございました。来年も南ＲＣが飛躍しますよう
に…兒島君
◇・情報集会報告各委員長様よろしく ・皆出席自祝 ・本年も
いろいろお世話になりました…梅田君
◇本年もメンバ－の皆様には大変お世話になりました。来年もよ
ろしくお願いします。青山副ＳＡＡよろしくお願いします…
松宮君
◇来年もどうぞよろしく…廣瀬君
◇本年もお世話になりありがとうございました…青山(憲)君・
清水君・佐藤君・樋口君
◇この一年お世話になりありがとうございました。来年もよろし
く。良いお年を…野村(郁)君
◇今年一年お世話になりました。皆さん佳いお年をお迎え下さい
田中君
◇２０１３年最後の例会。皆様良いお年を…橋川君
◇メリ－クリスマス…杉原君
◇写真ありがとうございます。一年間お世話になりました…
法村君・今村君
◇家内の誕生日自祝…一圓君
◇創立創業記念・妻の誕生日を祝って頂いて有難うございます…
平居君
◇写真ありがとうございました…森野君
◇大変申し訳ありません。お先に失礼します…松本君

ロータリーの友必見処
Ｐ7 知ること、知らせること
1月はロータリー理解推進月間。田中RI会長が世界
の国々で見たこと感じたことを報告されています。
Ｐ23 新しい情報ツールとロータリーの広報活動
今はたくさんの情報を様々な方法ですぐに発信でき
る時代であるが、誤解が広がる可能性も大いにありま
す。正しい情報を見極める能力が求められています。
P24 心は共に
東日本大震災支援事業など、各地域のロータリー事
業活動が報告されています。

週報掲載記事投稿のお願い
今年度は、奥山会長の「善意の輪をひろげよう」とい
うテーマに沿って、「感謝したこと、感謝されたこと」
という題目で皆様方の体験を踏まえた面白いエピソード
などを募集しております。これまでもメンバー各位の心
温まる「いい話」を紹介させていただきました。感謝す
る気持ちを常に持ち、そして文章にすることは自分自身
の素直な心の表現であり、その優しい気持ちは別の人へ
と伝わっていくことと思います。後半も皆様方より感謝
の輪、善意の輪をひろげていける投稿記事を広く募集い
たしますのでどうぞ宜しくお願いします。

《前週のZEN(膳) 》

1月14日プログラム
「当世、鮎事情」：木村泰造君・木村水産（株）社長
プログラム委員会担当

1月21日プログラム
「健康器具について]：山岡健一氏.(株)ｻﾝｸﾙﾊｰﾄ代表取締役
広報委員会担当

例会出席報告

会員数

当日出席

ﾒｰｷｬｯﾌﾟ

出席率

12月24日

66(14)

42(6)

3

77.58％

12月 7日

67(14)

54(7)

6

96.77％

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
【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 北澤一朗 田村芳宏

田村芳宏

