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ご挨拶
会長 本庄秀樹
皆さんご無沙汰しております。
３月４月の２か月間例会を休会とさせて頂き申し訳ご
ざいません。３月から６月の色々な行事がキャンセルと
なり、皆様にご迷惑をおかけしております。特に楽し
みにしておりました親睦旅行の取りやめは残念でなり
ません。例会を休会させて頂いております関係上、会
員の皆様のお祝い品を手渡し、または郵送によりお渡
しさせて頂くことになりました。どうかご理解の程よろし
くお願いいたします。
さて、近況報告なのですが、私の場合確定申告の
期日が約１か月延長となりましたが、顧問先の申告を
無事させて頂くことができました。ただ顧問先の売上
高が激変しているため、納税資金や運転資金の工面
等金融機関に提出する書類作成やその説明に時間
を費やしている処でございます。一日でも早く新コロ
ナの収束を願うばかりです。
５月に例会を再会したいと思っております。その時に
は皆様のお元気なお姿が拝見出来ることを楽しみに
しております。

米山奨学生を終えるにあたり
２０１８学年度米山奨学生 グェン・クォク・バオ
２年前の２０１８年４月１４
日という日は私の人生に
とってとても大切な日で
す。この日から米山奨学生
になりました。
初日、緊張しながら例会
に 参 加 し ま し た が、彦 根
ロータリークラブの方々は
優しく親切な心で接してくれ、本当に嬉しかったです。ロータ
リー米山奨学金というのはただ経済的に支援するだけでは
なく、日本の文化を理解し、人と人の関係を繋ぎ、国際交流
の懸け橋となることもできるとこの２年間で感じました。米山
奨学生になってから私の生活は大きく変わりました。生活費
や学費の悩みがなくなり、生活も充実できるようになり、そし
て集中に勉強することが出来ました。その成果の一つは大
学院に進学できることです。また、彦根ロータリークラブの皆
様と一緒に母校に行き、社会奉仕・国際奉仕の活動を行っ
たことは一生忘れません。日本およびベトナムの子どもたち
を繋ぎ、交流させることが出来るのは留学生である私にとっ
て光栄です。今後も是非機会があれば両国の関係を繋ぐイ
ベントに参加させて頂きたいと思います。
そして、青木さん、藤井さんがいつも私のことを心配してく
れ、ありがとうございました。この２年間は長くもない、短くもな
いですが、優しい皆様のお陰で私は無事に過ごしました。私
は皆さんのその優しい心と笑顔を一生忘れずに、感謝の気
持ちを持って、生きていくつもりです。
２年間、お世話になりました。ありがとうございました

共にこの難局を乗り越えましょう

国際奉仕委員会 活動報告

ガバナーエレクト 松原六郎
クラブ様に於かれましては「新型コロナウイルスの感染
拡大」を阻止するため例会の開催も休止されるなど、今後
のクラブ運営に腐心をされていることと拝察申しあげます。
大変なご労苦をお掛け致しております。

国際奉仕委員長 小田柿喜暢
今年度、国際奉仕は、「未来への架け橋、カロムでつな
ぐ日越交流プロジェクト」とは別に、ＮＰＯ手を洗おう会との
共同事業を行います。
共同事業内容は、１．さをり織りの糸の寄付金（ベトナム・
ハノイ）、２．セネガルの子供の就学支援金の２つになりま
す。
この活動を前にＮＰＯ手を洗おう会の古屋様から以下の
情報と要望をいただいています。

地区の運営におきましても当年度の最大イベント「地区
大会」も中止となり、また２０２０－２１年度に向けた重要な
行事、「会長エレクト研修セミナー」「地区研修・協議会」を
いずれも中止せざるを得ない状況となりました。２０２０-２１
年度クラブ会長様に対しまして誠に申し訳ない事態と考え
ております。
しかし、この決定は今一番重要なこと、即ち

ロータリアンが今できることは自らがウイ
ルスに感染せず、人に感染させないこと
に最大限注意しながら、我らが生業を守る
ことではないでしょうか。
このことが今できる最大の職業奉仕であ
り、社会奉仕であると考えます。
皆様におかれましては政府の行動指針に沿って、不要
不急の外出いわゆる三密からの回避などしっかりと行動し
て頂きたいと存じます。まずは皆様のご健康と命、ご家族
の健康、お会社従業者の皆様の、そして地域の皆様の
健康、そのことに最大限のご配慮をお願い申し上げます。
２０２０－２１年度スタート前に皆様とお会いできないこと
は誠に残念でなりませんが、過去 の歴史から確実に言え
ることは「感染拡大は必ず収束に向かう」という
ことです。
今できること（ロータリーアンとして、ロータリーとして、一
人の人間として）に集中し、この事態の収束後に晴れやか
な笑顔で皆様にお会いできることを心から祈念しており ま
す。
共にこの難局を乗り越えましょう。
ＰＥＴＳ中止の決定に際して皆様にわたくしの思いをお
伝え致します。
敬具
（２０２０．４．１０ ガバナー事務所発信）

「さをり織りの件、寄付のさをり織りの糸について情報収
集しておりました。この度、平和村から２０作ほど買わさせ
ていただきましたところ、縫製もきちんとした作品となって
おりました。先ほど大阪の持田普子さんに確認したところ、
現地の糸で作った作品ということでした。現地の糸なら二
割ほど安く買えるということです。
手を洗おう会としてお願いがございます。手を洗おう会と
して昨年から子供たちの就学支援をしております。セネガ
ルは、１５００万人の人口のうち４００万人６歳から１５歳の
子供がなんと学校に行けてない、あるいはドロップアウトし
た子供たちが１４０万人いると言われています。女性の出
産率は４．３人。その上未登録、つまり無戸籍の子供は未
知数だそうです。昨年は男女二人の６歳の子供を二人で
１００ユーロで就学させることができました。登録料、教材、
鞄と靴などに使われます。糸代を安く購入できるのであれ
ば、就学支援にも是非貴ロータリーのご協力を頂けたらと
理事会で話しあいが行われました。
糸購入は手を洗おう会ベトナム支部リエンさんがしてくだ
さるそうです。添付の写真の子供たちは昨年サンルイとい
う地方都市で就学を支援した子供たちです。在京のセネ
ガル大使夫人のご尊父様も出席下されました。本年は首
都ダカール市内での就学支援を考えております。ご検討
いただけましたら幸甚です。」

上記の内容を踏まえ、ＮＰＯ手を洗おう会様と協議しまし
た結果、合計１０万円を、６万円を糸代金、４万円をセネガ
ルの子供の就学支援金として寄付させていただきます。

役員・理事からの近況報告・メッセージ
会長エレクト 大舘康伸

会計 今村康博

皆さんお元気ですか。
新型コロナ感染拡大の影響により５月２日に行われる予
定であった会長エレクト研修セミナーも中止となり地区か
ら送られてきた松原六郎ガバナーエレクトからの動画メッ
セージを見ながら次年度の活動準備をしております。
彦根カントリー倶楽部 ５番ホールから見る故郷の風景
芹川 猿尾の踏切付近から見る桜並木
身近にもこんなにきれいな風景があったんだとあらため
て彦根が好きになりました。

皆様いかがお過ごしでしょうか？
私は次年度に向けて大舘会長エレクトと共に日々奔走
しております。いろんな会合やセミナーが中止または延期
になり、理事・役員・委員長をお願いしているメンバー様に
はご不便とご心配をお掛けてしておりますが、できる限りこ
ちらから出向き、直接趣旨説明させていただいた上で次
年度事業計画を作成していただきたいと思いますのでよ
ろしくお願いします。
今年度も残りわずかとなってきた折に皆様のお顔が拝見
できないのは非常に寂しい限りではございますが、明けな
い夜はないと希望は捨てず発想の転換をし、こんな時だ
からこそできる事を見つけていきたいと思います。また皆
様の笑顔にお会いできる日を楽しみにしております。

副会長 近藤市右ヱ門
メンバーの皆様いかがお過ごしですか。とにかく３密を避
けて、この事態が早く終息するように願っています。
私の薬局では、マスク無し・消毒液無し・体温計無しの
「３無し」ですが、とにかく頑張って生きています。また、い
つも通りお会いできる日を楽しみに！

幹事 本登忠雄
会員の皆様、長い間休会が続きますが、いかがお過ご
しですか？
例会はもとより地区大会、高松ロータリークラブとの合同
例会、県下ＲＣ新旧会長幹事会、彦根ローターアクトクラ
ブ創立４５周年事業、各種同好会等々予定していました
行事がすべて中止、延期になり、皆様とお出会いし、笑顔
を見ることができず、誠に残念です。
中止、延期を決めるについては、本庄会長、理事会の
皆さんと協議を重ね、会員の皆様の安全を第一に決めさ
せていただきました。
今後の対応については、会長を中心にロータリー活動
が安全で有意義なものになるよう新型コロナウイルスの動
向を見据え、十分な協議を重ね、進めていただきます。
一日も早い新型コロナウイルスの終息を心より願ってい
ます。

直前会長 安居継彦
彦根ロータリークラブの皆さんお元気ですか。
私は変わらず元気です。普段通り、多賀町の山に入り、
犬の散歩が毎日の日課です。消防団も青少年指導委員
の活動も４月はすべてなくなりました。妻と娘はＪＲで通勤
していますので少し心配ですが、あまり考えすぎないよう
にしています。
次年度地区ＲＬＩ委員長として、ガバナー事務所と中止
や延期のやり取りばかりで、つらいことも多いです。
このような時でも、できるだけ普段通り過ごし、いつかは
終息するので鬱にならず明るく過ごすようにしています。
皆さんに毎週会える日を楽しみにしています。

ＳＡＡ 森 育男
今日４月１２日は清崎町の氏神さんである天満天神社の
春まつりです。彦根ロータリークラブ６５周年記念事業の
千本桜プロジェクトで植えた天満天神社の桜や荒神山桜
公園の桜も超満開で、夕方の雨で少し散り始めたのが残
念です。
ちなみに春まつりは、新型コロナウイルス感染拡大の影
響で、太鼓渡を中止にして、関係者のみで神事を執り行
い、春季祭典にあわせて氏子中新型コロナウイルス蔓延
撲滅祈願しました。

（４月度理事会 ２０２０．４．２ 彦根ビューホテルにて）

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

会員組織理事 宮川基司
皆さん、お元気ですか？ 例会が中止続きとなり、皆さ
んのお顔が見れないのは本当に残念です。ロータリーに
お世話になり２５年、毎週例会に参加するという当たり前
が崩れ、違和感を抱えながら日々過ごしております。
飲食業は厳しい局面を迎えています。３月頃から電話が
鳴ればキャンセルばかり、予約は全て白紙となり、遂に着
信音も滅多に聞くことがないという最悪の状態です。今は
我慢の時ですが、先行きの見えない状況に困惑もありま
す。何とか気持だけでも折れず、事業継続に向けてのこ
の難局を乗り切りたいと思います。
まだ重苦しい日々が続きますが、皆さんと例会でお会い
できる日常が戻ることを願い、その日まで何卒ご自愛くだ
さいませ。

奉仕プロジェクト理事 小田柿喜暢
本年度の国際奉仕活動はすべて完了しています。
昨年訪問したベトナムでの新型コロナウイルス状況は、４
月１０日付けで、感染者２５５人（内１２８人が完治）死者０
人です。日本と比べると非常に少ない感染者数ですが、
ベトナム政府は対策として、４月１日から１５日間の全国隔
離措置をとっています。これにより、飲食店やスポーツセ
ンター、娯楽施設などが休業となっただけでなく、公園も
閉鎖され、外で運動することもできなくなっています。ま
た、主要航空会社のベトナム航空は５月３０日まで、日本
とベトナム間をすべて運休としています。今は海外に行く
ことは難しい状況です。次年度以降の国際奉仕活動への
影響が心配されます。

公共イメージ理事 田井中 徹
新型コロナウィルス感染症の影響でかつて無い程急激
に業績が落ち続けています。今はひたすら耐え忍ぶしか
手立てはないと考えております。感染しないように、外出を
控えマスク、手洗い、アルコール消毒の励行を行なってお
ります。
現在、私は次年度の奉仕プロジェクトの担当として、地
区補助金を申請するため会長、幹事と共に企画しており
ますが、実際地区補助金が承認されたとしてもこの状況が
続けば実施できるかどうか分かりません。あるいは、再度
計画を練り直さなければならないとも思っております。ここ
数年間、彦根ロータリーは海外に目を向けた奉仕をメイン
に活動しているように思います。次年度も大舘会長のもと
我々の奉仕活動を必要としているところに「一隅を照らす」
と言う会長の方針に基づいて新たな奉仕活動をしたいと
思います。

財団・奨学金理事 西村 昭
学校教材品販売を生業とする私の会社では、４月の新
学期が年間の中で最も売上を上げさせていただく最盛期
となります。今年はコロナウイルス感染拡大にともない３月
始めから学校の休校が続いておりました。春休み明けから
再開されることになっていましたので、３月はもっぱら新学
期に向けての諸準備を整えました。そして迎えた４月です
が、彦根市では４月８日始業式で翌９日と二日間のみの
登校で再休校となりました。彦根市での小学校、中学校の
入学式は４月２７日に行われる予定になっています。（県
内の市や町で多少の休校期間が違います。）新学期の受
注と納品が始まった矢先の休校で、受注がストップ状態に
なり、その後の対応に悩みながら追われている今日この頃
です。
ロータリーの例会再開によりメンバーの皆様にお会いし
て心身共に元気になれる日の近いことを心より祈っていま
す。

クラブ管理運営理事 吉原 保
３月上旬から新型コロナ感染が拡大している中、私自身
も出張や催事などが全てキャンセルになり、次女の中学の
卒業式も寂しい卒業式となり、次女が卒業旅行で楽しみ
にしていたディズニーランドの旅行も全てなし、こんな状況
だから仕方ないと思いますが、可愛そうに感じます。
会社でも感染予防を徹底したいけど、どこまですれば良
いのか！難しい！
売上も落とさないように頑張りたいが、新聞折込も自粛
モードで食品スーパーなども入れない状況と聞きます。
衣替えのシーズンなのでセールをしたいがセールをする
とお客様が並んだり、来店客数も増えると店舗スタッフや
お客様の感染リスクも高まるので八方塞がりな感じです。
早く終息することを祈るだけです。
また、この繁忙期に向け、働き方改革の一環でクリーニ
ング後カバーをする自動包装機や、自動で仕分けする分
配器を導入しました。効率化が出来ていい感じです。
ロータリーの例会も休会で、皆様に今はお会いできない
ですが、早く会える日を楽しみにしております。

幹事報告
１．東近江ＲＣは、４月１日より、例会場・事務局を下記に
変更されました。
＜例会場＞ 八日市ロイヤルホテル
＜事務局＞ 八日市ロイヤルホテル２階
（電話番号・ＦＡＸ番号・E-mailの変更はなし）

２．八日市南ＲＣは、４月１日より、例会場を八日市ロイヤ
ルホテルに変更されました。

ニコニコ箱
（2/26～4/16受付分 計 36,000円・累計 1,725,000円）
誕生日を祝っていただいて…宇都宮君、角田君、小田柿
君、藤岡君
妻の誕生日を祝っていただいて…岡君、中村君
結婚記念日を祝っていただいて…角田君、小田柿君
入会記念日を祝って頂いて…本庄君、宮川君、中村君
皆出席を祝っていただいて…中村君
出席報告
２月２０日

会報委員会

／

上田勝之

澤田和重

会員数

当日出席

６３（１７）

４４（７）

菅谷 渉
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コロナウイルスで未曾有の危機
「ロータリーは世界をつなぐ」でともに闘おう
国際ロータリー第2650地区
ガバナー

佐竹力總

思わぬ災難、新型コロナウィルス（COVID-19）による感染拡大の脅威が世の中を天

国から地獄へ一変してしまいました。
当2650地区は地区運営におきましても当年度最大のイベント「地区大会」を中止、各
地区委員会事業、各クラブ例会、周年事業、そしてこれまでロータリーの歴史に中で
第一次、第二次世界大戦のさなかでも開催されてきたロータリー国際大会（ホノル
ル）までも、今期6月末までのすべての事業が中止。又、松原ガバナーエレクト年度の
2020-21年度に向けた重要な行事「会長エレクト研修セミナー」「地区研修・協議会」も
いずれも中止せざるを得ない、まさに深刻な事態となっています。私たちがこれまで経
験しなかった想像だにしなかった事態が発生、いかに今、世界が最悪の危機に直面し
ているのを表していると思います。
私はガバナーとして、3月以降すべてのロータリー活動が中止になった非常事態に正
直絶望感に襲われ、いままでのモチベーションが落ちていく虚脱感と戦っています。
じゃあロータリーは見えない敵、コロナウイルスに打つ勝つために、今何ができるので
しょうか？
今できる唯一の事は、自らがウイルスに感染せず、人に感染させないことに最大限
注意しながら、我らが生業を守ることではないでしょうか。このことが今できる最大の
職業奉仕であり、社会奉仕であると考えます。
しかしピンチはチャンスでもあります。
連日のコロナ騒ぎで人々の行動変容にて今までの価値観が変わりつつあるのではない
でしょうか。ある意味、ロータリーの今までの価値観を見直し、新たなロータリーの存
在意義をじっくり考える時期でもあります。
マーク・マローニーRI会長は、世界がかつてないほど分断されている今日、私たち
全員をつなぐのはロータリーです。私たちロータリアンは世界を、地域社会で、そして
自分自身の中で持続可能な良い変化を生むために、人びとは手を取り合ってつながり
を築き行動する世界を目指していくことを提唱されています。これを踏まえて地区ス
ローガンを「伝統と革新、世界はひとつ」とさせて頂きました。コロナウイルス流行の
中で、ロータリーに参加し続ける方法として、Zooⅿ を初めロータリーオンラインツー
ルを活用する良いチャンスでもあります。

又、各クラブでは次年度も含めて地区補助金を活用して、新型コロナウイルス対応

のために奮闘されている地元の医療従事者に寄贈する物資（フェイスシールド、体温
計、医療用防護、室内清浄機、その他の物資）の購入といった地元の活動を支援できる
事をお薦めします。

5月は青少年奉仕月間です
若い人々の育成を支援するとともに、青少年の模範としてのロータリー活動に焦点を
あてることを奨励する月間です。ロータリーは今の社会に対する奉仕活動だけでなく、

次の世代へより良い社会を引き継いでいく責任を持っています。次世代を担う青少年へ
の奉仕は、いわば未来社会への奉仕とも言えます。ロータリーは青少年に対する奉仕
という視点で、多くのプログラム開催してきました。
インターアクトクラブ（20クラブ

655名）、ローターアクトクラブ（25クラブ

184名）、青少年交換プログラム、青少年指導者養成プログラム（RYLA）のほか、財団
奨学金制度、ロータリー平和フェローシップ、米山記念奨学金制度があります。
特に今年度は、ローターアクトの方針として既にローターアクトクラブのRI加盟が
認められましたが、2020年7月より、さらにローターアクトクラブがスポンサーなしで
設立できる・ローターアクトクラブがスポンサーしローターアクトクラブを設立でき
る・ローターアクトの年齢の上限を廃止する等変更が加わります。
青少年交換プログラムは今年度インバウンド学生5名、アウトバウンド学生5名を派
遣しましたが、コロナウイルス感染の影響で「RIJYEM」（ライジェム）から派遣学生
の早急帰国方針が出され、残念ながら期半ばにて中止させ帰国させざるをえませんでし
た。そして残念ながら今年度開催予定（5月15日～17日）のRYLAも中止となりまし
た。

国際ロータリー日本青少年交換委員会（RIJYEC）は旧名称でその後組織改革があ
り、現在は「RIJYEM」（ライジェム）「一般社団法人国際ロータリー（RI）日本青少年
交換多地区合同機構」となり、日本ロータリー全体の青少年保護、危機管理を管理して
います。
本年度も残り2ヶ月となりました。ロータリアンは集まりたくても集まれない。ロータ
リークラブの奉仕活動をしたくてもできない、この今こそロータリーのつながり
（CONNECT）の重要性を再認識し適応力を高め、私は松原ガバナーエレクト、馬場ガ
バナーノミニーとがっちりコネクトし、ロータリーの永遠のため「力」の「總」てを出
す覚悟です。
コロナウイルスは一時的なもので必ず終息します。私たちは冷静な行動をもって一人
一人が責任を持ち、一刻も早い終息を目指しましょう。

