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次回例会案内（2020.7. 2）
「新年度役員挨拶」
１２：３０～ 於．料亭旅館 やす井

会長 本庄秀樹
私はいつも当たり前の事に感謝が出来る人
間になりたいと思っております。朝起きた時に
息をしているといったようなことです。この当た
り前の事に感謝が出来る実践の場がロータ
リーであると思っております。今日も朝がやっ
てきました。今日も感謝が出来ることに自分自
身で感動しております。
さてこの一年間を振り返ってみますと、７月に佐竹ガバ
ナー公式訪問の前準備として岡田ガバナー補佐をお迎えし
てのクラブ協議会を開催させて頂き、本番を迎えることがで
きました。当日の佐竹ガバナーは公式訪問の後クラブ協議
会にも出席され、クラブのあり方、事業のあり方を教えて頂き
ました。
次に事業ですが、各委員長や会員の方々が取り組まれた
ことに感謝を申し上げながら掲載させて頂きます。
１．｢未来への懸け橋､カロムでつなぐ日越交流プロジェクト｣
ベトナムの文化を学び、城東小学校とアンラクトン小学校
によりますカロムゲームの交流をさせて頂きました。
城東小学校ではベトナムの遊びを小学生と我々ロータリ
アンが一緒に学び、城東小学校の方のデザインによるカ
ロム盤で一緒に遊ぶことができ地域社会との交流ができ
ました。カロム盤をアンラクトン小学校に持込んだ時には
熱烈な歓迎を受けました。そして彦根市長のメッセージと
手土産（ひこにゃん）を届けることができました。
２．彦根市と連携しての千本桜プロジェクトの植樹
３．ＮＰＯ手を洗おう会との共同事業
４．ロータリー希望の風奨学金の寄付
５．｢ニコニコ｣ｺﾛﾅの影響により目標に未到達ですが大健闘
６．新入会員 佐々木君・井上君・柳君の加入
７．「職業分類」の再構築
８．新入会員の「オリエンテーション」の開催
９．メディアとのコミュニケーションと広報活動
日越プロジェクトの宣伝等
１０．サッカー教室、サッカー大会（４４回）の開催
１１．ロータリー情報集会の開催
色々な意見がありとても楽しみでした
１２．ロータリーの友の重要部分の指摘・解説

１３．彦根ローターアクトクラブ ４５周年を迎える
１４．米山奨学生 バオ君は日越交流の原動力
２０２０年４月より ゴックさん
１５．ＢＦ２人・ＰＨＦ１人・ＭＰＨＦ１人
１６．My ROTARYの１００％登録
１７．毎回の週報発行 柳廼四附は楽しませて頂きました
１８．企業訪問 ㈱吉勝重建
１９．訂正出席率１００％例会 ２回
２０．通常例会・納涼例会・創立記念例会・家族会の開催
２１．Ｈ・ＲＬＩの開催
２２．ロータリーをよく知る会の開催
２３．毎週のプログラム作成
２４．会員にマスクの配布
皆様からお礼の言葉やメールを頂きました
２５．マスクの彦根市役所寄贈 市長からお礼を頂きました
２６．規定審議委員会による細則変更
２７．各同好会の開催 多いに親睦を深めて頂きました
２８．「感謝と友情」 スピーチをして下さった方と傾聴して
下さった方に感謝
以上、皆様と事務局のお陰でこの一年間を楽しく過ごさ
せて頂きました。私のテーマであります「ロータリーに感謝
をロータリアンに友情」を実践されたような気がします。
本当にありがとうございました。
最後にマーク・ダニエル・マローニーＲＩ会長は「ロータ
リーは世界をつなぐ」を会長テーマとされ、佐竹ガバナー
は「伝統と革新 世界はひとつ」を地区テーマとされまし
た。ともに世界をテーマにしたスローガンでありまして、今
年度のコロナ感染が世界に蔓延したことに対する相応し
いテーマであったような気がしました。まさしく世界規模で
のコロナ対策が必要とされ、ワクチンの開発が急務である
ことが認識されたことでした。
次年度は大舘君が会長です。皆様のご協力をよろしく
お願いいたします。

ご挨拶
幹事 本登忠雄
今年度もあと少しとなり、振り返ってみると
何と言っても新型コロナウイルスの感染防止
のため予定していた後半の行事がすべて中
止となり、その対応に会長と共に苦労しまし
た。その中、会員の皆様や彦根市の方々に
マスクの流通が非常に少ない中、お渡しす
ることができ、少しでもお役に立つことができたかなと思っ
ています。例会も予定していた４２回の内、開催できたの
は最終例会を含めて３０回で休会が１２回もありました。次
年度の幹事さんには高松ＲＣとの合同例会等引継ことが
多くありますが、精一杯お手伝いさせて頂こうと思っていま
す。新年度役員挨拶で話させて頂いたことを思い出し、今
できないことを終わるまでにできるようになり、最後まで笑
顔で、少しでも役立つことができたか自問自答し、これか
らのロータリー活動に役立てます。
１年間ありがとうございました。

「感謝と友情」スピーチ
７／４ 吉原 保君
クリーニングについては滋賀の工場のみになるので各地
のクリーニング会社と連携を進め、依頼に回っていますが
好意的に協力してくれているとのことで感謝している。
７／１１ 大舘康伸君
今年度会長テーマについて英語で考えてみた場合、
Thanks for rotary(ロータリーに感謝を)、fellowship for
Rotarian（ロータリアンに友情を）という解釈ができ、友愛の
心を持った仲間が集まるクラブに参加でき感謝している。

７／１８ 安居継彦君
３２歳の時に彦根ＲＣに入会し、その前にＲＡＣに入会して
いた。紹介頂いた方々にも深く感謝している。昨年度会長
をさせて頂いたが先は長い。まだまだやれることがある。
７／２５ 西村 昭君
名門ＲＣへの訪問で５月に甲府ＲＣへ訪問、例会の内容
やエピソードを話されました。４５０年続く１８代目との初対
面での応対やお話を説明されました。
８／１ 田井中 徹君
感謝について広辞苑で調べたら「有難く感じて謝意を表
す」とのこと。年齢を重ねても感謝を忘れずにしたい。
８／２９ 近藤市右ヱ門君
感謝と友情は信頼関係でありクラブ・メンバーに感謝。
９／１２ 宮川基司君
ロータリーへの入会のきっかけは青年会議所を卒業後、
先輩に紹介して頂いたこと。今では２４年経過し活動でき
ていることに感謝。
１０／３ 今村康博君
入会後の多岐にわたる経験談、友情についてお話しされ
ました。
１０／１０ 那須賢司君
経営者としての場所を作ってくれたことへの日々感謝、日
頃より感謝と友情の気持ちを持って成長していきます。
１０／３１ 森 育男君
ＲＣでの２３年間の活動について振り返り、ＲＣに導いてい
ただいたロータリアンの先輩と両親に感謝している。
１１／７ 正村嘉規君
彦根ＲＣでの活動報告、週に一度のお出会い、美味しい
食事への感謝、ニコニコ箱への取り組みは心からです。
１１／１４ 大森修太郎君
前回の正村君のスピーチにまったく同感でそれ以上はな
いと思ったが自分のまわりに別れがあり、自分は感謝を述
べたいと思う。又その機会を与えて頂いた事にも感謝。
１１／２８ 藤岡聖和君
自分自身大企業所属のため人間関係も複雑で結構ストレ
スがあり、その中でロータリーでは日常と違う出会い、活動
ができて感謝。また健在である両親にも感謝。
１２／５ 渡邊僖子君
最近感謝を意識していない、笑顔がないことに気づいた。
相田みつをの「のに」が出たらグチが出るという言葉を実
感し、感謝の気持ちと笑顔で過ごしていきたい。
１２／１９ 片岡哲司君
職業分類である旅館および観光について話され、各種会
合等でロータリアンとの友情を深められている。
１／９ 小島充子君
例会の楽しみが琵琶湖を眺めながら参加できること、声が
出にくいのに謡曲同好会に参加し、皆さんからの励まし、
友情に感謝。
１／１６ 四方清文君
学生時代の友達とはちがう友達をつくってくれたＲＣや銀
行、そして、新しい友達に感謝したい。
１／２３ 岡田眞智子君
人は一人では生きていけない。周りの人によって生かされ
ている。一言「ありがとう」「ご苦労様」「よくやったね」ちょっ
とした言葉で心が豊かになります。
１／３０ 嶋津慶子君
長男がアクトに入会していたことからロータリーに入会前
からアクトと関係があった。今まで色々ありましたが親子
共々感謝している。
２／６ 青木竺峰君
日々のロータリーへの感謝、米山奨学生のバオ君へのか
かわりへの感謝をしています。
２／１３ 中川勝晴君
多くの出会いがあった。人・仕事・病気など山あり谷ありで
今があります。ＲＣ活動を通じて学びがあり感謝している。
２／２０ 杉本克実君
７０歳を迎え人生１００年といわれるのでまだ３０年がんば
れると思う。健康で仕事ができること、町内や歯科医師会
の仕事ができることに感謝。

＜２０１９～２０２０年度を振り返る＞
７月 ４日 佐々木治郎君入会
６日 謡曲同好会ゆかた会（双葉荘）
１８日 彦根南ＲＣ田中会長・大菅幹事表敬訪問
２５日 公式訪問事前クラブ協議会（彦根ビューホテル）

１０月１４日 サッカー教室（金亀公園多目的競技場）
２１日 情報発信勉強会（ホテルサンルート彦根）
２４日 創立記念例会・柳大輔君入会
（ホテルサンルート彦根）

８月 ８日 納涼例会（彦根ビューホテル）
２２日 佐竹力總ガバナー公式訪問（彦根ビューホテル）
井上清宏君入会

１１月 ２日 第４４回ロータリー杯少年サッカー大会
（荒神山グランド）
１８、１９日 カロム盤お披露目（城東小）
２５日 「未来への懸け橋、カロムでつなぐ
日越交流プロジェクト」（ベトナム）
２８日 千本桜プロジェクト植樹（フジテック・長寿院）

９月 ５日 企業訪問例会（㈱吉勝重建滋賀支店）
７日 第１組ＩＭ（栗東芸術文化会館）
２６日 ベトナム講座（城東小）

１２月１２日 年忘れ家族会（彦根ビューホテル）

１月３０日 第１回Ｈ・ＲＬＩ（ホテルサンルート彦根）
４月３０日 会員へマスク１箱（５０枚）配布
５月 ７日 彦根市へマスク１万枚寄贈

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

第５回ゴルフ同好会コンペ開催
ゴルフ同好会会長 安居継彦
６月１３日（土）に彦根カントリー倶楽部で今年度最後の
第５回ゴルフ同好会コンペを行いました。
あいにくの大雨にもかか
わらず１２名の参加をいた
だき何とか開催できまし
た。
優勝は石原さん、準優勝
が田部（泰）さん、３位が正
村さんでした。
前回例会報告
会長の時間では、本庄会長より３か月休会が続きまし
た。今月は親睦月間であり、本来でしたら親睦旅行に行く
予定でありました。来年度に親睦を深めて頂きたい。私の
話ですが職業奉仕を実践することが出来ました。それは
持続化給付金の手続きのお手伝いを行うことでお役にた
てました。もう一つ彦根税務署から表彰を受けました。そ
の理由の一つとしてクラブの例会で消費税軽減税率につ
いて講師を呼んで説明をしてもらったことが広報につな
がったとのことでした。
新米山奨学生の
ゴ ッ ク さんが 初 め
て例会に来られま
し た。渡 邊 カ ウ ン
セラーに委嘱状が
渡されました。
卓話の時間では期末挨拶として、森ＳＡＡよりコロナ感染
対策の中、会長の仕事が増えそれをクリアされましたと挨
拶されました。
宮川会員組織理事からは純増1名の目標達成に向けた
活動と協力に対するお礼をされました。
田 井 中 公 共 イ メ ー ジ 理 事 か ら は My ROTARY 登 録
100％、奉仕事業をメディアに取り上げられロータリーの友
にも掲載されたことについて話されました。
吉原クラブ管理運営委員長からは、年度途中からの理
事活動となりました。プログラムでは外部講師を招いたり３
分間スピーチなどに取り組みました。
小田柿奉仕プロジェクト委員長からは、社会奉仕と国際
奉仕のコラボでカロムを通じた奉仕事業に取り組めまし
た。一部、コロナ対策で出来なかった事業がありました。
西村財団・奨学金理事より年次基金、恒久基金などその
他の寄付についてご協力いただけたことへのお礼を述べ
られました。
お客さま
ツー・ティー・ゴックさん（米山奨学生）
ニコニコ箱
（本日計 5/29～6/18受付113,000円・累計2,036,000円）
６／１８、２５に例会を再開することになりました…本庄君
本日の例会、よろしくお願いします…本庄君
出席報告
ﾒｰｷｬｯﾌﾟ 出席率（％)

４．みんなのためになるかどうか

やっと例会が開催できました。ありがとう。感謝…本登君
ゴルフ同好会ゴルフコンペを開催できて…安居（継）君
４ヶ月ぶりの再会とても嬉しいです。ゴックちゃんをよろしく
…渡邊君
祝 例会再会…西村君
皆様お久しぶりです…大舘君、今村君、近藤君、後藤君
新型コロナ惨禍の中お世話様です…戸所君
久しぶりです。皆さん元気で何よりです… 大森君
久しぶりの例会に出席しました… 田部（泰）君
久しぶりの例会、皆様にお会いできうれしく思います
期末の挨拶宜しくお願いします…吉原君
久しぶりの例会楽しみましょう…岡田（眞）君
久しぶりに皆様の元気なお姿を拝見して…藤田君
皆様に普通にお会いできたことに感謝…小島君
久しぶりのロータリー、楽しみにしておりました
…田井中（徹）君
久しぶり 新型コロナに打ち勝とう…瀧沢君
久しぶりに皆様のお顔を見られてありがとうございます
…宮川君、上西君
ローターアクトクラブの４５周年記念式典は中止になりまし
たが、記念誌はお手元に届いていると思います。メン
バーの思い、活動を見て頂けると幸いです…嶋津君
皆様お久しぶりです。お目にかかれる日が来てうれしいで
す…嶋津君
久しぶり例会感謝…清水君、角田君、松田君
久しぶりにお会いできて…岡田（建）君
例会再会に感謝。ありがとうございます…和田君
お久しぶりです。よろしくお願い致します…田井中（順）君
皆さんお元気でしたか？久々に例会に出席させて頂きま
した…細江君
今年度最後の同好会ゴルフコンペ、メンバーに恵まれお
天気にも大変恵まれ、ベスグロ優勝することができまし
た。ありがとうございます…石原君
久しぶりの例会、皆様のお顔拝見出来ましたことに感謝
…石原君
久しぶりの例会うれしいです…小菅君、上田君、青木君
久しぶりの例会を祝して。又、卓話の機会を頂いて…森君
例会で皆さんにお会いできて…安居（継）君
結婚記念日を祝っていただいて…中村君
編集後記
今回で無事、一年間の会報誌発刊を務めることが出来
ました。クラブ活動をタイムリーに知るツールとして紙面づ
くりに心掛けてまいりました。後半、例会が休会となり特別
号の発行となり、事務局の藤井さんには本当に多大なる
ご協力ありがとうございました。また、委員の皆さんには当
初、計画した役割以上の協力をいただき感謝しておりま
す。本当にありがとうございました。
会報委員長 上田勝之

他クラブプログラム予定
６月２６日(金)

長浜東ＲＣ 「休会」

受付なし

６月２９日(月)

長 浜ＲＣ 「年度末最終例会」 受付なし

６月２９日(月)

五 ・ 能ＲＣ 「三役離任式」

会員数

当日出席

６月１８日

６２（１６）

４２（７）

０

７９．２５

６月３０日(火)

長浜北ＲＣ 「休会」

受付なし

２月１３日

６３（１７）

３８（６）

７

８６．５４

６月３０日(火)

彦根南ＲＣ 「休会」

受付なし

会報委員会

／

上田勝之

澤田和重

菅谷 渉

藤岡聖和

