彦根ロータリークラブ週報

２０１９～２０２０

遠
ま山
か霞
ふ
へ
き

国際ロータリー・テーマ

ロータリーは世界をつなぐ
国際ロータリー会長 マーク・ダニエル・マローニー

地区テーマ

伝統と革新

世界はひとつ
第2650地区ガバナー

佐竹力總

彦根ＲＣ会長テーマ

ロータリーに感謝を ロータリアンに友情を
彦根ロータリークラブ会長
認 証
例 会
例会場
事務局

本庄秀樹

1952年10月27日
毎週木曜日 12時30分～13時30分
彦根ビューホテル TEL 0749-26-1111
〒522-0063 彦根市中央町3-8 彦根商工会議所３階
TEL 0749-23-2101 FAX 0749-26-9272
E-mail：hikonerc@topaz.ocn.ne.jp http://www.hikone-rc.org/

2019～2020年度

会 長
本庄秀樹
副会長
近藤市右ヱ門
会 計
今村康博
ガバナー補佐 岡田建三

花
な
かき
ゝほ
ると
霞の
を
遠
霞山
とは
そ
見
る

江
春上
は霞
な
ほ
筑
間
霞入
に江
棹に
を
こ
さく
し船
そも
わ
す
ら
ふ

浦
朝霞
か
す
み

ＶＯＬ．６８

ＮＯ．３１

柳
廼
四
附

あ
春こ
の木
気か
色浦
そに
あた
らな
は引
れて
に
け
る

会長エレクト 大舘康伸
幹 事
本登忠雄
ＳＡＡ
森 育男

２０２０．４．３０

ご挨拶
会長 本庄秀樹
彦根ロータリークラブの皆さ
んお元気ですか。
私は今日も朝起きた時、息
をしていることに感動すると同
時に感謝をしました。
新型コロナウイルスの影響
により例会が開催できなくて
皆様にご迷惑をおかけしてお
ります。私は前回の週報に、今こそロータークラブの意
義を深く考えるチャンスであると申しました。私自身この
ことを考えますとロータリークラブに入会して本当に良
かったと思います。それは新型コロナウイルスで世の中
が混乱している中、ロータリークラブやその他の団体が
各自治体に寄付をなさっています。この地域社会に貢
献すると言う行為が素晴らしいことだと思うからです。
彦根ロータリークラブも遅ればせながら皆様にマスク
を配布させて頂きました。また、マスクを彦根市役所に
寄贈させて頂くことになりました。これも会員の方からの
アドバイスを頂いてのことでございます。また、マスクの
調達も色々な方々の紹介により達成できたものであり、
感謝と友情を感じます。
この新型コロナウイルスが収束し、一日でも早い再開
を願っております。

次回例会案内
（2020.5.7） 休会
（2020.5.14） 「 『たばこ』 について 」
担当 ： 後藤元一 君

５月のスケジュール
５／７ 定例理事会（１３：３０～彦根ビューホテル）
１１ 浦部謡曲教室（１９：００～千代神社）
１４ 次年度会員組織常任委員会（１８：００～伊勢幾）
２５ 浦部謡曲教室（１９：００～千代神社）
２８ 次年度理事会（１３：３０～彦根ビューホテル）
臨時持ち回り理事会報告（2020.4.14）
１．会員へのマスク配布の件
会員全員にマスク５０枚、４月中に配布
臨時持ち回り理事会報告（2020.4.21）
１．彦根市へマスク寄贈の件
彦根市に相談させて頂き、マスクが不足しているとの
ことで、１万枚寄贈する。５月初旬寄贈予定。
幹事報告
１．５月１４日以降の例会開催の有無については、５月７日の
理事会にて決定します。
２．２０２０～２０２１年度松原六郎ガバナー公式訪問は
８月２７日の予定でしたが１２月１０日に変更になりました。
ご予定下さい。
３．ロータリーの友５月号の発行は中止。５－６月号の合併号
となります。
ニコニコ箱
（4/17～30受付分 計 139,000円・累計 1,864000円）
マスクの調達ありがとうございました…本庄君
誕生日を祝っていただいて…小島君、松田君、御代君、
岡田（建）君、澤田君、杉本君、堤君
妻の誕生日を祝っていただいて…秋野君、後藤君、今村
君、那須君、小椋君、大森君、田井中（徹）君、田部
（泰）君、和田君、渡邊君
結婚記念日を祝っていただいて…青木君、井の下君、片
岡君、松田君、中川君、那須君、西村君、岡君、岡田
（建）君、大森君、清水君、田部（正）君
入会記念日を祝っていただいて…赤嶺君、石原君、小島
君、小菅君、御代君、小椋君、杉本君、渡邊君
皆出席を祝っていただいて…石原君、杉本君、渡邊君

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

役員・各委員長からの近況報告・メッセージ
“コロナ コロナ コロナ”
副ＳＡＡ 正村嘉規
諸兄、元気にコロナ戦争に打ち克っておられますか？
“桜散り コロナの嵐に 巣ごもりか！”
先般、京大名誉教授 佐伯啓思氏の著述に、新型ウイ
ルスに関して次のような文章がありましたので紹介します。
『ＷＨＯは新型ウイルスに「パンデミック（世界的大流
行）」を宣言しました。「パンデミック」とは「パン（汎、すべ
て）」と「デミア＝デモス（民衆）」というギリシア語が語源で
す。要するに「すべての民衆」で皮肉なことに「デモクラシ
（民主主義）なわけです』と。
すなわちウイルスは「貧富の差」「人権」「性別」「年齢」に
関係なく「すべての人々」に分け隔てなく感染するというこ
とです。こういう事態の中で民主主義よりも強権的な圧力
で行動を制限する独裁体制の方が効率的である」という風
潮は危険です。危機対応のために民主主義に一定の制
限を加えるのは当然な措置と考えられますが・・・。
私達は改めて民主主義の原点である権利と義務をわき
まえた日本人の「常識」を再認識することがコロナ撲滅へ
の第一歩と考えます。私は彦根ロータリークラブへの提言
がございます。このたび国から国民に等しく巣ごもり給付
金（経済対策ではありません）１０万円が支給されます。私
達会員は給付を辞退することなく受け取り、その一部を会
員個々の善意の基金として、市民にも広く善意の寄付金
を募り、コロナウイルス感染に取り組む彦根市立病院医療
従事者への多様な支援を行う運動が出来ないでしょう
か？皆様の議論の輪が広がることを期待します。

会員選考委員長 秋野正誠
皆様、お変わりございませんか。
新型コロナウイルスの影響で先が予測できない状況の
中、生活や事業継続についての相談が顧問先からひっき
りなしです。今は公的支援をフル活用し、生きのびること
が最優先です。と同時に経済活動が再開される時にス
タートラインに準備を整え立つことが大切です。この２点と
対策に知恵を出し合ってます。
一方個人的には、昨秋手術した膵臓癌の術後も良く、
抗ガン剤の副作用もなく順調に日常を送らせていただい
ています。退院後、ゴルフも２回挑戦でき、２回目はグロス
８９で廻ることができました。
このような状態で居られるのも、関わりのある皆様のお
陰！と感謝の毎日です。

会員増強委員長 和田一繁
皆さんお元気で何よりです。
新型コロナウイルス感染症の及ぼす影響は、経済的にも
精神的にも厳しい状態であると思います。でも今はロータ
リアンの皆さんが健康であることが一番です。
戦国武将 武田信玄公の格言「風林火山」の山「動かざ
ること山の如し」のように
「何事にも揺らがされない心を持ち、動くべき時までは
決して軽々しく動いてはいけない」
会報委員会

／

上田勝之

言い換えれば「防御は最大の攻撃」として今はしっかりと
終息に向かうべき時のために準備する時と捉え、来るべき
時に満を持して行動する。
あきらめないと自身に暗示をかけながら過ごしています。
感染者減を願いますが、新規入会員増もあきらめていま
せん。何卒ご紹介よろしくお願いいたします。

職業分類委員長 清水克己
何が何だか解らないコロナウィルス、いつになったら終
息するのだろう。考えると考えるほど、残りの人生どうやっ
て過ごしたらいいのか考えさせられています。
私としてはロータリー職業分類委員長としての職務を９
月で終え、例会出席はじめ色々な事業に参加して参りま
したが、まだ計画事業を終えてない委員会の皆さんの気
持ちがよく分かります。
私生活においては、孫三人全員が寂しい卒業式を終
え、入学式を５月に迎えられるのであろうかと心配していま
す。毎年世界遺産の旅も昨年は体調不全で出かけること
出来なかったのですが、もう年齢的体力的に海外旅行は
諦めざるをえないと思っています。でも機会があれば行こ
うと意欲は衰えていません。
例会再開できる日を待ちつつ、健康維持に努めてまいり
たい今日このごろです。

ロータリー情報委員長 杉本克実
新型ウイルスの感染拡大により、全国に緊急事態宣言
が発出されました。例年なら桜も散りはじめ、ゴールデンウ
イークをひかえ春爛漫を満喫、気分も高揚している時期で
もあります。
私の歯科医療界も、支部の月１度の例会、学校歯科検
診、学術講演会、イベント等休会が続いていて、今後の見
通しが立っていないのが現状です。
ただ仕事は細々とではありますが、休診せずに感染対
策に留意しながら継続できていることに感謝している次第
です。
専門家は終息するのにある一定期間が必要と言ってい
ますが、１日も早くコロナウイルスの感染が収束して通常
通りの生活が訪れ、皆様とロータリーの例会にて元気な姿
で会えるのを心待ちにしています。

会報委員長 上田勝之
メンバーの皆さま御機嫌様です。ルーティンであった例
会が暫く休会となり、寂しく限りではございますが、元気に
過ごしております。本庄会長のお心遣いに感謝するととも
に佐竹ガバナーのメッセージに同感し努めております。
しかし、会社の飲食部門では休業を余儀なくされ、かた
や地域の皆さまへ大切な糧を提供する小売り店舗はその
使命を全うするべく奮闘してくれております。働いてくれて
いる従業員に感謝の気持ちで一杯です。皆様におかれま
しても、「お肉を食べて健康に！」ご留意くださいませ。例
会でお会いできる日常が早く戻ることを願っております。

澤田和重

菅谷 渉

藤岡聖和

