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ご挨拶
会長 本庄秀樹
彦根ロータリークラブ
の皆様ご無沙汰してお
ります。私は今日も生き
ていることに感動と感謝
を覚えました。ありがとう
ございます。
新型コロナウイルスの
影響により、６月も４日と
１１日は休会とさせて頂きますが、ようやく再開の目途
が立ち、１８日と２５日（最終例会）を再開させて頂くこと
になりました。例会を休会とさせて頂きました期間につ
きましては皆様にはご迷惑やら心配をおかけしました。
ところが、いつも使わせて頂いております例会会場の
「彦根ビューホテル」さんが６月から１２月まで営業を自
粛することになるとの連絡を頂きまして、急遽例会会場
の変更を余儀なくされました。そこで「ホテルサンルート
彦根」さんと「料亭旅館やす井」さんにお願いして例会
会場とさせて頂くことになりました。今まで例会会場が
あるのが当たり前で行動しておりましたが、本当に「彦
根ビューホテル」さんには、今まで色々とお世話になっ
ておりましたことに感謝を申し上げます。新しい会場で
は駐車場のことが心配でありましたが、幸いにも「近江
鉄道」さん、「清水鐡工所」さんから駐車場をお借りする
ことができました。感謝と友情を感じます。
今週も週報の発行により皆様の近況報告をさせて頂
いております。６月１８日には米山奨学生のゴックさん
が挨拶に来て下さる予定です。ローターアクトクラブも６
月１８日に例会を再開する連絡がありました。皆様のご
理解のもと、このように例会が再開できることに感謝し
そしてこれまでの事業にご協力頂きました方々に友情
を感じます。

皆様におかれましては、体調に留意にされましてお過ごし
下さいますようお願い申し上げます。
なお、今月の例会につきましては、会員様の出席は任意
（健康面・安全面）でありまして、欠席となられましても欠席と
して取り扱わないことになっております。
新型コロナウイルスが収束し、一日でも早い通常例会の再
開と皆様の元気なお顔を拝見できることを願っております。
なお、５月２８日には次年度の理事会が彦根商工会議所で
開催されました。誠に喜ばしいことです。次年度もよろしくお
願いいたします。

６月のスケジュール
６／１３ ゴルフ同好会第５回ゴルフコンペ（彦根ＣＣ）
１８ 例会（１２：３０～ホテルサンルート彦根）
彦根ＲＡＣ最終例会（２０：００～龍鱗）
２５ 最終例会（１２：３０～料亭旅館やす井）
ロータリーの友 ５・６月合併号 必見どころ
横書き Ｐ９ ロータリーの適応性が試されるとき
災厄で見直されるロータリー活動の価値とは？
ロータリークラブの活動 （国内編／海外編）
各地区の取り組み
（どうする？地区会合／オンライン会議のススメ）

縦書き Ｐ４ 子どもの自立と地域課題を解決できる対話力とは
Ｐ９ この人 訪ねて 畑中教一さん 所沢中央ＲＣ

次回例会案内
（2020.6.11）休会
（2020.6.18） 「ＳＡＡ・理事期末挨拶」
１２：３０～ 於．ホテルサンルート彦根

お祝い
会員誕生日

神野佳樹君（６月４日）
佐々木治郎君（６月４日）
森 育男君（６月２４日）

持ち回り理事会報告（2020.5.26）
１．例会場変更の件
６月彦根ビューホテル自粛休業のため
６月１８日はホテルサンルート彦根
６月２５日はやす井に変更。

ご夫人誕生日 上西君ご夫人美枝子さん（６月１日）
宮川君ご夫人明美さん（６月６日）
中川君ご夫人蓉子さん（６月８日）
赤嶺君ご夫人美令さん（６月１６日）
清水君ご夫人桂子さん（６月１９日）
結婚記念日

戸所君ご夫妻（６月８日）
今村君ご夫妻（６月９日）
神野君ご夫妻（６月１４日）
中村君ご夫妻（６月２８日）

入会記念日

本登忠雄君（平成２７年６月４日）
和田一繁君（平成２７年６月４日）
秋野正誠君（平成１５年６月５日）
近藤市右ヱ門君（平成２５年６月５日）
田井中 徹（平成２５年６月５日）
玉置貴一君（令和元年６月２０日）

皆出席

森君…２２年
大舘君…１１年
嶋津君…９年
今村君…２年
玉置君…１年

理事会報告（2020.5.21）
１．例会の件
６月４日、１１日は休会
６月１８日、２５日は開催。
但し、食事はお弁当にして持って帰ってもらう。
２．会員への還元の件
次年度へ繰り越す。
３．セネガルマスクマン支援募金の件
ロゴ入り手作りマスク支援金 ５０００円
国際奉仕委員会より拠出
４．細則一部追加の件
メークアップ期間は理事会で承認済みですが、細則
への記載漏れでしたので下記の通り追加記載します。
第１１条 出席
第１節 メークアップ
メークアップの期間は、例会の前後１４日間。例会
の定例の時の前１４日または後１４日以内とする。
第２節 出席規定の免除
（ａ）理事会に対して ～
（ｂ）一つまたは
～

幹事報告
１．２０２０年５月１４日、細則第１２条一部改正案の承認を
郵便でお願いしましたところ、会員数６２名中４６名の
方の承認を頂きました。出席会員の３分の２の賛成投
票により細則を改正させていただきます。
２．２００３～２００４年度ガバナーの福井正典氏が５月２０日
ご逝去されました。ご冥福をお祈りいたします。
３．縮小版地区大会が６月１３日予定されてましたが、中止
になりました。
４．６月２０日～２１日予定のローターアクト地区大会は中
止になりました。
５．彦根ＲＡＣ創立４５周年記念誌が出来上がりました。

会員からの近況報告・メッセージ
澤田和重
みなさんお元気でしょうか。
緊急事態宣言は解除されましたが、まだまだ気が抜ける
状況ではありません。日々、マスク・手洗いを徹底して、今
までとほぼ同じように仕事をしている状態です。コロナの
影響で一部商品の入荷が遅くなり、予定通りに作業が進
まない現場もありますが、なんとか業務を行っています。
休日はステイホームで、トラクターで田んぼを耕したり、
草刈り機で除草作業と新緑の山々に囲まれてのんびりと
農作業をして過ごしています。コロナが落ち着いて、また
皆様とお会いできるのを楽しみにしています。

会員からの近況報告・メッセージ
菅谷 渉
近況報告させていただきます。
社員、家族一同、会長から頂戴したマスクで乗り切って
います。彦根支店では６／１より窓口業務を再開しました。
私は電車通勤でしたが、車で近江八幡の自宅から通勤し
ています。６：００に自宅を出ると３０分で会社につきますの
で、今までより時短になりました。
株式相場は今まで経験したことのない下落に見舞われ
ましたが、リーマンショックの日経平均７１６２円よりも高い
２２，０００円（６／１現在）で推移しています。
マイクロソフトのＣＥＯは「２年分のデジタル変革が２ヶ月
で起きた」と言っています。
テレワークなど生活様式が変わり、変革の始まりと感じて
います。皆様の健康と一刻も早いコロナ終息を願っていま
す。

玉置貴一
ご無沙汰しております。皆様におかれては感染予防対
策をしっかりなされて、ご健勝のことと存じます。私も巣ご
もりながら元気でおります。
キリンビール工場の近況をご報告します。ビールは準生
活必需品ということもあり、年初計画をかなり下回っていま
すが、おかげさまで生産出荷活動を継続しております。工
場内感染予防対策を徹底して最少人数の出社従業員で
制約条件が多いながらも協力しあって業務遂行しておりま
す。身内ながら従業員に心から感謝です。私を含め間接
部門の従業員は感染拡大防止のために主に在宅勤務を
しております。長期戦も覚悟して社会一丸でともに戦い抜
きましょう。

佐々木治郎
細江正人
皆様ご無沙汰いたしております。
県議会では執行部と協議を重ね、国や市町と共に新型
コロナウイルス感染症対策の施策をスピーディーに事業
展開できるよう努めております。４月の招集会議における
補正予算案に続き、５月２２日には臨時会議を招集し、医
療従事者への支援や生活基盤が脅かされている人々、
売り上げが激減している事業者、事業継続支援等の補正
予算案を議決しました。
この国では国民の自粛から、新型コロナウイルス感染症
患者は減りつつあるものの、世界に目を転じると、その総
数はまだまだ減少傾向にはあらず、予断を許さないのが
現状のようです。
地球上の人々が、安寧な新たな生活を取り戻せる日が1
日も早く来ることを願うものです。

石原成郎
会員の皆様におかれましてはお元気に日々お過ごしの
ことと存じあげます。
６月になりました。月は変わりましたが、コロナによる仕事
への影響が以前のように戻るには、まだまだ時間がかかり
そうです。これをきっかけとして大きく全てを変えて行かな
くてはならないと思っています。
ステイホームということで家にいる時間と大好きなゴルフ
場にいる時間がとても増えました。
今度の例会で皆様にお会いできるのを楽しみしていま
す。

皆さん、お元気にされているでしょうか？
仕事上の大きな影響はありませんが、建設業という職業
でたくさんの方と触れ合う機会が多く、感染者が社員、協
力業者に出ないか心配です。
今まで当たり前だと感じてたことや行動が今では非常識
な行動と捉われ、非常に大変な世の中に変わりつつある
のかなと感じております。ニュースで報じられていた高校
野球児の夢である甲子園が中止になり、球児の気持ちを
考えると胸が張り裂けそうな気持ちです。このコロナの影
響でライフスタイル、ワークスタイルが大きく変わりつつ、
今後元に戻るのかが心配ですが、希望を捨てず頑張って
いきたいと思います。

井上清宏
大変ご無沙汰をしております。お元気にお過ごしでしょう
か。ようやく緊急事態宣言も解除され、以前のような生活
に戻ることを願っておりますが、油断することなく、引き続
き第２波の備えをしっかりしたいと思っております。
弊社では電力の安全・安定供給に関わる要員以外は、
４月中旬より約８割が在宅勤務をしております。私も彦根
の事業所への出社は週に１・２回程度となっております。
私の場合、通勤に片道１時間４０分程度の時間を要してい
たことから通勤時間を有効に活用できる反面、慣れない
在宅勤務に苦慮している毎日です。（６月からは在宅勤務
の頻度も少なくなる見込みです）
一方、会社業務以外では、自宅で過ごす時間が長くな
り、自宅近くに畑を借り家庭菜園をはじめました。お蔭さま
で毎日腰痛と筋肉痛に悩まされていますが、何とか楽しく
やっております。
最後に、本年４月１日より、電気事業法の改正に伴い
「関西電力株式会社」から一般送配電事業を継承した「関
西電力送配電株式会社」が誕生し、社名が変わりました。
私の業務そのものと役割は以前と変わっておりませんの
で、引き続きよろしくお願いします。

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

会員からの近況報告・メッセージ
四方清文
皆さん、ご無沙汰しております。お元気でお過ごしでしょ
うか。
銀行自体は、事業継続が前提であるので、昼休業の実
施や交代勤務でしのいでおりましたが、私自身は毎日出
勤しております。交代勤務で人員が不足する中、慣れな
い電話番やロビーマンを経験し、時には「支店長だせ
～！」とのお怒りを浴びせられることもありましたが、殆どの
お客さんは「大変やな～、お互い頑張ろうね！」とのお言
葉を頂戴し、彦根の皆さんの優しさを再認識する良い機
会となりました。６月から例会で皆さんとお出会いすること
を、心の支えとして頑張って参ります。
※「支店長だせ～！」のお言葉には、思わず「支店長は
外出しています。」と惚けてしまいましたが（笑）

大塚義和
・緊急事態宣言がやっと解除。けど楽観はできない。皆
さんは「どこへも行くな。おうちに居ようよ！」で辛かったと
思います。私は週に５日デイサービスとリハビリセンターに
皆出席でした。バッチリ運動できました。
・「快眠、快食、快便」が順調で、体重が増えるのが気に
なります。私はこの５月で脳出血、入院から丸３年が経過
しました。おかげまで多くの方々に支えられ、こうして元気
に居られることに感謝しています。
・小学生が「５＋６＋７＝１８」（コロナはいや）と考えまし
た。若い女性は「これからマスク焼け」が心配だと。
：これからは梅雨、熱中症等にも気をつけて毎日が元気
で居たいと願っています。

戸所岩雄
新型コロナ（COVID-19）惨禍に見舞われ、生活環境や
事業環境に大きく影響のある方も多くおられることと思い
ます。私はおかげさまで今のところは大きな影響を受けず
に過ごしておりますが、関わりのある団体等の予定してい
た行事・イヴェント・大会等を中止せざるを得ない事態とな
り、その始末や延期する次の日時・開催場所の調整に労
を費やす日々です。新しい変化としてはやたらZoom会議
が多くなりました。
ポストコロナの社会は価値観や社会構造に大きな変化
をもたらすであろうと言われています。そんな中、社会人と
してロータリアンとして何を語るべきかが、今後問われるこ
とになると思います。これを契機にポジティブ経済社会よ
り、穏やかで慈愛豊かな社会への変化が生まれればと思
い願います。
コロナ惨禍を奇貨としてより良き明日を思い描きたいもの
です。

大森修太郎
コロナ騒ぎで自粛生活を強いられております。
毎年この時期には３月決算の諸団体の決算総会が開催
され ま すが、三 蜜（集、近、閉、）習、金、平、？の お蔭で
会議がなくほとんど書面決済ですので、手のすいたときに
目を通して賛に〇をして送り返せばよいので時間が合理
的に無駄なく使えるので、大いによろこんでおります。そ
のため、我が家の周りの雑草が少なくなり、畑にも手を入
れることが出来ました。年とともに足腰が弱ってきて、歩く
ことが少なくなってきたので、外出自粛も苦になりません。
でも下手なゴルフはやりたくなるので、人の迷惑も考えず
無理やり声をかけて連れて行ってもらっております。５月
中に３回ほど行くことになります。１８ホール回るのが精
いっぱいで同伴者には迷惑をかけていますがロータリア
ンはありがたいものです。６月のコンペ参加します。よろし
くお願いします。

那須賢司
皆様、いかがお過ごしでしょうか？
コロナウイルスの影響により例会がなく、皆様にお会い
できないのが寂しい限りです。
さて、私の近況ですが、コロナウイルスの影響を大きく受
けており、お借り頂いている様々な職種のテナント様から
賃料減額、借入手続、補助金申請などの相談があり、で
きる限りの対応をさせて頂いております。また、住居にお
いても、人材派遣会社の契約解除や、売買契約の見合わ
せなど厳しい状況にあります。
新型コロナウイルス対策としては、接客カウンターにアク
リルの仕切り板を設置したり、管理物件のエレベーター内
や宅配ボックスを定期的に消毒したりしています。また、オ
ンライン接客についても検討中です。
外部環境のせいにせず、今できることを一致団結して、
明るく前向きに取り組んでいます。

ニコニコ箱
（5/1～30受付分 計69,000円・累計 1,933,000円）
６／１８、２５に例会を再開することになりました。ありがとう
ございます…本庄君
誕生日を祝っていただいて…後藤君、瀧沢君、岡田（眞）
君、吉原君、井の下君、浅山君、渡邊君、大舘君
妻の誕生日を祝って頂いて…本登君、上田君、大舘君
結婚記念日を祝っていただいて…細江君、近藤君、藤岡
君、玉置君、藤田君、赤嶺君
皆出席を祝っていただいて…正村君

会報委員会

／

上田勝之

澤田和重

菅谷 渉

藤岡聖和

