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 本日のプログラム 

《前週のZEN(膳) 》 

合同例会を迎えて 

＜山 月 製＞ 

会長 奥山二三男 

 

 彦根ロータリークラブ

の皆様、彦根南ロータ

リークラブの皆様、本日

は一昨年来二年振りの合

同例会に御出席を賜り、

誠に有難うございます。

今年、当番クラブとしてこの合同例会をホ

ストさせていただくに当たり、どういう内

容を企画すれば良いものかあれこれ考えま

した。その末、本来のこれまでの合同例会

とは少し趣きを変え、敢えて華美さを控

え、これまで両クラブが歩んできた歴史を

振り返りつつ、思い出話やエピソード或い

は行事記録等のお話を両クラブよりお一人

ずつ卓話をお願いすることにより内容とさ

せて頂きました。彦根クラブより小菅  

一彦様、彦根南クラブより一圓億夫様にお

願い致しました所、お引き受け頂きました

事に心より感謝申し上げます。 

 昨年、彦根ロータリークラブは６０周

年、彦根南ロータリークラブは３５周年の

節目を迎えましたが、共に親子クラブとし

て年月を重ねて参りました。メンバーの世

代交代も進む中で時には往時に思いを馳

せ、特に入会年数の浅い若いメンバー各位

にロータリーの昔を知る機会になればと思

います。 

新会員紹介 



 日  時 ： 平成26年3月11日（火） 

        午後6時～6時半 例会 

         午後6時45分頃～ 映画鑑賞 ※約２時間 

 場  所 ： 例会       ビバシティホール (2階）       

                映画鑑賞  ビバシティシネマ（3階） 

              「偉大なる、しゅららぼん」 

 滋賀県の琵琶湖を舞台に、「湖の民」

としての力を持った一族同士の対決の

末、未曾有の災害に立ち向かう物語で

す。95％滋賀県内で撮影されておりご当

地映画と言っても過言でない作品で、お

子様からご年配まで何度観ても楽しい娯

楽映画に仕上がっています。  
 ぜひ奥様をお誘いの上ご参加下さいま

すようにお願いいたします。 

【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  北澤一朗  田村芳宏 

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 

例会出席報告 

2月18日 

出席率 ﾒｰｷｬｯﾌﾟ 

78.57％ 

当日出席 会員数 

66(14) 

67(14) 

1月28日 

43(4) 

 45(6） 

1 

10 94.82％ 

ニコニコ箱 計59,000円 総計1,980,000円 

《ご来客 》 

◇本日より入会させて頂きました。福田賢一でございます。 

 何卒よろしくお願い申し上げます…福田君 

◇福田賢一君入会を祝して。本日卓話ゲストに大林章男氏をお 

 迎えして…奥山君 

◇福田氏の入会を祝して。卓話ゲストに大林章男氏をお迎えし 

 て…櫻本君 

◇福田君入会おめでとうございます…松宮君 

◇福田賢一さんの入会を祝して…廣瀬君・西山君・上田君・ 

 大菅君 

◇大林章男様卓話よろしくお願いいたします…橋川君 

◇ゲストに大林様をお迎えして…木村(泰)君 

◇創立記念日自祝。福田賢一様入会おめでとうございます 

 …泉君 

◇妻の誕生日を祝っていただいて…川端君・三木君 

◇家内の誕生日を祝っていただきまして有難うございます 

 …佐藤君 

◇自祝入会記念…法村君 

◇創立記念日自祝…髙木君 

◇結婚記念日を祝っていただいて…青山(茂)君・池田(定)君 

◇ＳＡＡのお許しを得てお先に失礼致します…梅本君 

◇２月末日をもちまして、一身上の都合により退会させて頂く 

 ことになりました。１２年に及ぶ会員皆様のご厚意と友情に 

 心より感謝いたします。彦根南ロ－タリ－クラブの今後ます 

 ますの発展を心よりお祈り申し上げます。ありがとうござい 

 ました…馬庭君 

3月4日プログラム 

「田の浦集会所復興支援事業について」： 

県立大学 鵜飼修先生・県立大学大学院生 諏訪昌司氏 

場所：滋賀県立大学  

社会奉仕委員会担当 

前回例会報告 感謝したこと、されたこと  

 第1726回例会は、新入会員・福田賢一君

をお迎えしスタートしました。福田君は近

畿日本ツーリスト彦根支店長をされてお

り、転勤族ではありますが次もその次も末

永く彦根南ローターリーの一員としてお付

き合い頂けるとお約束いただきました。     

例会タイムでは、㈱ブリヂストン彦根工場

長・大林章男氏をお招きし、「会社概要と

タイヤの

トリビア」について卓話を

戴きました。先ずは、ブリ

ヂストンの会社について資

本金100万円からスタート

し、グローバル企業へ成長

するまでの経緯が紹介され

ました。また、日本の中心

に位置する彦根工場では、

現在約2,000名の従業員が働いており、製造タ

イヤのうち約6割が新車用、2割が一般販売用、

2割が外国への輸出用となっているそうです。

我々の地元にある工場で製造されるタイヤが日

本全国、全世界へ展開されているとのことでと

ても誇らしげに感じ

ました。また、後半

は製造されているタ

イヤの種類による違いを詳しく説

明いただき非常に参考になりまし

た。例会終了後、普段はあまり意

識しなかった自分の車のタイヤを

見て「ブリヂストン」と刻印があ

り少しほっとしました。 

 

3月11日プログラム 

    シネマ例会 ＰＭ6：00～  

  「偉大なる、しゅららぼん」鑑賞 ＰＭ6：45～ 

親睦活動委員会担当 

大林章男氏（(株)ブリヂストン中日本生産本部長兼彦根工場長） 

感 謝                     

青山茂夫 

 昭和４０年頃丸紅株式会社京都支店の支店

長大橋正一郎さん。大橋さんは甲良町のご出

身である。仕事の関係で会社を訪問した時の

出会いであった。商売のイ、ロ、ハから色々

とご指導いただきました。のちに豊郷病院の

理事長に着任されました。病院と私の事業所が近かったので

再三訪問を受けました。大橋さんは大阪高槻在住で月一回の

理事会出席の為のお越しで、又京都ロータリークラブにご在

籍で、彦根南クラブにも何度か出席され、当時佐川先生と共

に出席した思い出もあります。長男が大学就職活動にもご指

導を受け無事本人希望の会社に入社する事が出来、感謝の気

持ちで一杯です。（職業柄今は悪戦苦闘のようです。）病院

の施設パストラール建設中に体調を崩され、施設の竣工を見

ずに、還らぬ人となりました。親子共々お世話になり感謝の

気持ちで一杯です。今はただご冥福をお祈りするばかりで

す。 

シネマ例会開催のお知らせ （偉大なる、しゅららぼん） 



２月２８日(金) 長浜東ＲＣ 「竹生島タブノキ林再生 

       プロジェクトについて」    

３月 ３日(月) 長   浜ＲＣ 「長浜ＲＣ・長浜ＲＡＣ合同例会」 

３月 ３日(月) 五 ・ 能ＲＣ 「移動例会」  

３月 ４日(火) 長浜北ＲＣ 「移動例会」 

３月 ４日(火) 彦根南ＲＣ 「田の浦集会所 

復興支援事業について」 

＜出席報告＞ 

＜他クラブプログラム予定＞ 

 初めて合同例会が１９７９年５月２２日に 

 彦根南ＲＣ創立一周年記念例会として行われました。 

 当時の会報を掲載させていただきます。 

 新緑の色鮮かに輝く、さつき晴れの５月２２日（火）彦根

南ＲＣは、創立一周年の記念すべき佳日を迎えました。こ

の日彦根ＲＣも親クラブとして、全会員が共々に喜びを分

かち合うべく、創立一周年記念例会を合同例会の形式で

衷心より祝福し、出席しました。 

 当日は、この彦根南ＲＣの誕生を最も熱望された山口直

前ガバナーをお招きし、また中川（長浜東）前エクステン

ション委員もご臨席賜り、記念例会に錦上花を添えていた

だいたのであります。 
 夏原彦根南ＲＣ会長の感動的な謝辞、そして加納彦根
ＲＣ会長の万感こもる祝辞に続いて、特別代表としてガバ
ナーより委嘱され、連日事務局で新クラブの設立に、エネ
ルギッシュな奉仕を願った小出信雄君（年次大会記念事
業委員長）及び、当時のホストクラブ会長とて、全メンバー
の中心となり、難事業を推進された山岸長兵衞君からよも
やまの“懐旧談”をしみじみと述べられ、万場より改めて、
感謝の拍手の中に、互いの労苦をふり返る一刻でありまし
た。和やかな会食の後、記念講演に入り、メインゲスト山
口直前ガバナーから、“私の任期中に創立総会、認証状
伝達式まで実現したクラブは、彦根南ＲＣだけであり、そ
れだけに地区内どのＲＣよりも親愛の情は濃い。そのＲＣ
の創立一周年記念例会に招かれ、無上の幸せを痛感し、
今日に勝る嬉しい日は、またとないであろう”と述懐され、
感銘深いスピーチを拝聴。最後に四つのテストを唱和し、
山口直前ガバナーから全メンバーが、友愛溢るる心の通
い合う握手を受けて意義ある例会を閉会しました。 
 

＜『善』１分スピーチ 那須賢司＞         

日頃はロータリアンの皆さんから善を授かっていることの

方が多く、感謝しています。私が気に掛けていることは、

「さりげなく善を行うこと」です。例えば、仕事上で訪問する

時、その玄関先の靴や傘などが乱れていた場合、「先方

に気付かれないように整頓する」ことです。玄関先にゴミが

落ちている場合でも扉が閉まり相手に見えない状況で拾

うことを心掛けています。 

＜前回例会報告＞  

 「ロータリー・リーダーシップ研究会（ＲＬＩ）に出席して」と

題して安居秀泰クラブ研修リーダーから卓話をいただきま

した。 

 昨年の７月、９月、１１月の３回に分けて

「ロータリー・リーダーシップ研究会」の研修を

受けて参りました。研修の１ヶ月前に「事前課

題」が送付されてきて、勉強をした上で研修

に臨みました。研修当日は大変内容の濃い

時間となりました。 

【１回目】「1．ロータリーにおけるリーダーシップ」「２．クラ

ブを超えたロータリー」「３．会員組織と会員維持その１」

「４．ロータリー財団その１」「５．米山記念奨学事業」「６．

ロータリーの効果的な奉仕プロジェクト」 

【２回目】「１．効果的な会合の持ち方とリーダーシップ」

「２．職業奉仕で倫理観の高揚と実践」「３．会員増強と新

会員勧誘その２」「４．ロータリー財団その２」「５．米山記念

奨学事業その２」「６．クラブ運営と分析と評価」 

【３回目】「１．効果的なリーダーシップを発揮するための戦

略」「２．世界平和への『重要なステップ』」「３．国際ロータ

リーのプログラム」「４．創造的な奉仕」「５．効果的な広報

活動計画とその実践」「６．ロータリーの倫理規範につい

て」 上記の内容で、合計１８時間の研修を受けました。 

 研修を受ける中で感じたことですが、当クラブが属する 

２６５０地区の中でも彦根ＲＣは会員数６６名で、歴史と伝

統のある「誇れるＲＣ」です。他のクラブでは会員数４０名

程度が多く、中には２０名くらいでクラブの運営自体が困

難になっているところもあります。今日までの先輩諸氏の

ご功績に尊敬と感謝の念を抱くところであります。 

 次年度のＲＩのテーマである「ロータリーに輝きを」の言葉

の下で「奉仕の理念を奨励して育むこと」「職業人として

ロータリアンの心構えを『４つのテスト』に照らし合わすこ

と」を、みなさんと一緒に実践し、彦根ＲＣの更なる発展に

努めたいと思います。 

＜ニコニコ箱＞ （今年度目標 2,400,000円） 

（前週51,000円・累計2,032,000円・達成率84％） 

卓話の時間をいただきます。また、次年度の委員会構成 

  を発表させていただきました。何卒よろしくお願いいた 

  します…安居（秀）君 

２０１４～２０１５年度役員・理事及び委員会構成が決まりま 

  した。次年度よろしくお願いします…岸本君 

スピーチの機会をいただいて…那須君 

ベネファクターになりまして…大塚（義）君 

マルチプルＰＨＦ２回目になりまして…石原君 

先週例会欠席して何とかメーキャップをしようと思っていま 

  す…片岡君 

誕生日を祝っていただいて…山崎君、宇都宮君 

２月２２日で満５２才の誕生を迎えます…堤君 

妻の誕生日を祝っていただいて…岡君 

結婚記念日を祝っていただいて…安居（継）君 

皆出席を祝っていただいて…安居（秀）君、石原君 

ＳＡＡのお許しをいただいて…本庄君、岡田（眞）君 

［自己啓発格言］ 

幹部が弱気になると 

部下・メンバーも 

ほとんど弱気になる 

［自己啓発格言解説］ 

幹部・リーダーの弱気は、立ちどころに伝染する。辛くとも悲しくとも厳しくとも、耐える

力もまたリーダーシップ・パワーである。 

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 

 会員数 当日出席 ﾒｰｷｬｯﾌﾟ 出席率（％) 

２月２０日 ６６（１２） ４７（５） ２ ８３．０５ 

２月 ６日 ６６（１１） ５０（５） ６ ９３．３３ 



彦根ロータリークラブ 国際ロータリー第２６５０地区 
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会長エレクト 安居秀泰  ＳＡＡ 岡田建三 
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認 証  1952年10月27日 
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例会場  彦根ビューホテル TEL 0749-26-1111 
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     TEL 0749-23-2101 FAX 0749-26-9272  
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      http://www.hikone-rc.org/ 

今日の食事 

合同例会を迎えて 
会長 森 育男 

 本日は彦根南ＲＣのホストにより、多賀大社参集殿に
て合同例会を開催させていただくことになりました。 
 彦根南ＲＣの皆様には大変お世話になり厚く御礼申
し上げます。 

 この合同例会は１９７８～７９年度の彦根ＲＣ加納久吉会長の時に
始まり、今回で１６回目となります。両クラブは親睦を深め、奉仕活
動を通じて今日まで地域社会に貢献してまいりました。  
 今年度の会長テーマを「原点にもどり、一歩前へ」とさせていただ
きましたが、この合同例会で、友情を深め、自己改善を図ることに
よって奉仕の心が育まれ、地域社会に貢献でき、両クラブが一歩
前へ進むことと思います。 
 本日、「ロータリークラブいまむかし」と題してスピーチをしていた
だきます彦根南ＲＣ 一圓億夫様と彦根ＲＣ 小菅一彦様に感謝して
おります。 
 さて、多賀大社は「長寿祈願の神」として有名でありますので、会
員皆様のご長寿を祈願し、心あらたに気を引き締め、皆様のご協
力のもと、今後ロータリークラブ運営に励んでいきたいと思っており
ます。 
 以上で合同例会を迎えてのご挨拶とさせていただきます。 
 

＜前週の会長の植物～ヒヤシンス＞ 

地中海東部沿岸からイラン、トルクメニスタン付近が

原産の耐寒性秋植え球根です。甘い香りを楽しめる

身近な花で、皆さんも小学生時代に水栽培の経験

があると思います。フィンランドではクリスマスには国

中でヒヤシンスを咲かせている程の人気の花だそう

です。花言葉は「スポーツ」「遊び」です。 

地区スローガン 
 あなたの善から、みんなの善へ 
   －Ｆrom Your Good to Our Good－    
  第2650地区ガバナー   坂本克也 

 

幕の内 

「彦根ＲＡＣの今日までの歩み」 
ゲスト：彦根ローターアクトクラブ 
 谷村信一郎君・池田庸平君・北川未生さん 

次回の例会案内 

＜彦根南・彦根ＲＣ合同例会＞ 

 

開会点鐘 

ロータリーソング斉唱「奉仕の理想」 

会長挨拶 

会食・懇談 

幹事報告 

出席報告  

ニコニコ箱報告 

卓話 

 「ロータリークラブいまむかし」    

  担当：彦根南ＲＣ 一圓億夫 君 

     彦 根ＲＣ 小菅一彦 君      

閉会点鐘  

 

        於．多賀大社 参集殿  

彦根ＲＣ会長テーマ 
 「原点にもどり、一歩前へ」 

  彦根ロータリークラブ会長 森 育男 

会報委員会  ／  本庄秀樹 渡辺正司 宇佐美雅也 竹村雅人 垣平裕司 

第３０１３回例会 
２０１４．２．２５ 

２０１３～２０１４       ＷＥＥＫＬＹ ＢＵＬＬＥＴＩＮ      ＶＯＬ．６２ ＮＯ．３１ 

歴史あるロータリークラブのバナー紹介 
①佐世保ロータリークラブ 
②創立  １９５１年２月２１日 
③会員数 ７６名 
④由来  佐世保らしくかつ世界に通
用 す る も の で あ る こ と を 念 頭 に 、
「SASEBO JAPAN」、「九十九島」とそ
こに沈む夕日を表現した「日の丸」、
軍港の街であることを示しながら、あ
る意味で平和の象徴でもある「護衛
艦くらま」の４つをデザインし創立５０
周年を記念して作成されました。 

 
国際ロータリー会長  
   ロンＤ.バートン 


