
地区スローガン 

ロータリーの原点に返る 

 誠意をもって語り合い、勇気をもって共に未来へ 
（第2650地区ガバナー  松原六郎） 

お祝い                   

ご夫人誕生日  片岡君ご夫人京子さん（７月５日） 

           神野君ご夫人真紀さん（７月６日） 

結婚記念日    菅谷君ご夫妻（７月５日）               

入会記念日    大舘康伸君（平成２０年７月３日） 

           岡 銑三郎君（平成３年７月４日） 

           佐々木治郎君（令和元年７月４日） 

           角田 仁君（平成２８年７月７日） 

 

７月のスケジュール                   

７／２  挨拶まわり（１４：００～）    

   ９  ワインクラブ（１８：００～伊勢幾） 

  １１ 米山奨学生・カウンセラー集会、カウンセラーオリエ 

     ンテーション（１０：００～クサツエストピアホテル） 

  １２ クラブ会長・幹事と松原ガバナーとWEB懇談会 

                             （１０：００～） 

  １６ 歴代会長・幹事合同懇親会（１８：３０～双葉荘） 

  ２３ クラブ職業奉仕担当者研修会（１４：００～オンライン） 

 

ロータリーの友７月号 必見どころ                  

横書きは新会長関連。 

Ｐ７  ホルガー・クナーク新ＲＩ会長のメッセージです。 

     今こそ楽観的になるべきとのことです。 

Ｐ３３ 松原六郎 新ガバナーの横顔です。 

     言葉数は少ないものの、清い心と熱い思い、 

     それを示す行動力は挑戦者そのものとのことです。 

 

縦書きは気楽に。 

Ｐ１２ 卓話の泉 

     コロナ禍で運動不足気味と思われますが、メタボに 

     ご注意。 

国際ロータリー・テーマ 

ロータリーは機会の扉を開く       
（国際ロータリー会長 ボルガー・クナーク） 
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2020～2021年度 会 長  大舘康伸  会長エレクト 青木竺峰   
          副会長  石原成郎  幹 事    今村康博 
          会 計  上田勝之  ＳＡＡ    杉本克実      

彦根ＲＣ会長テーマ 

クラブの為に 故郷の為に みんなの為に 
（彦根ロータリークラブ会長 大舘康伸） 

今日の食事 

次回例会案内（2020.7.9） 

 

新年度理事挨拶 

     

 

幕の内弁当 

井伊神社のしだれ桜  
 

井伊家祖廟である井伊神

社に植えられているシダレ

ザクラで、市の保存樹に指

定されている第１５代彦根

藩主であった井伊直弼公

お手植えのサクラと伝わる  

 
湖国の三代古桜の 
           一つで 
 
  清水（しょうず）の桜・・・海津の街はずれの墓地に、                 

                 1本大きくそびえるヒガンザクラ    

  徳本ザクラ・・・・・甲賀市大徳寺の枝垂れ桜 

    と並ぶ古い桜です（NHKおうみ630より） 

                           （選・写真） 小島充子 

 彦根ロータリークラブ週報           ２０２０～２０２１ ＶＯＬ.６９ ＮＯ.１  

第３２８０回例会 
２０２０．７．２ 

開会点鐘 
君が代斉唱 
ロータリーソング斉唱「奉仕の理想」 
４つのテスト唱和 
ビジター紹介 
会長の時間 
 会員のお祝い  
 幹事報告 
 委員会報告 
 ニコニコ箱報告 
 出席報告 
卓話 
 ｢新年度役員挨拶」 
   会 長     大舘康伸 
   副会長     石原成郎 
   会長エレクト  青木竺峰 
   幹 事     今村康博 
   会 計     上田勝之 
   ＳＡＡ     杉本克実 
閉会点鐘 
         於．料亭旅館 やす井 

★ポールハリス語録 
 ロータリーは友情の扉です｡みんなのために扉を開け放ちま 

 しょう｡ 

知ってやはりますか？こんなこと！！ 

彦根 辺りのお宝 



『クラブの為に 故郷の為に みんなの為に』 

                         会長 大舘康伸 

 このたび２０２０～２０２１年度 

彦根ロータリークラブの会長を拝命いたしま

した大舘康伸です。 

今年度のクラブ方針を皆様にお伝えさせて

いただきます。 

 

１９２０年に日本にロータリークラブが設立され１００年。 

この記念すべき年度に会長をさせていただくことになり 

身の引き締まる思いです。 

粉骨砕身の覚悟でクラブ運営にあたらせていただく 

所存です。 

何卒よろしくお願いいたします。 

 

『クラブの為に』 

彦根にロータリークラブが誕生して６８年の年月が 

経ちました。 

終戦直後、創立当時の時代から大きく様変わりし 

メンバーの皆様も世の中人々がロータリークラブに対する 

評価も変わってきていると感じておられるのでは 

ないでしょうか。 

 

ひと昔前でしたら、入会に声をかけられたら 

「私もついにそうなったか、名誉な事だな、一つお世話に

なってみようかな」と思っていただけましたが、 

今はお声がけすると「少し考えさせて」と返答され 

やんわりとお断りされるといったご経験をされた方も 

いらっしゃるのではないでしょうか。 

 

ロータリー活動は「奉仕活動」「寄付行為」「会員交流」 

「友好事業」から成り立っています。 

彦根で事業をされ、そのような活動に興味を持ち、 

係わってみたいなと思われている方々（特に４０代～５０代

の若手経営者）から選んでいただけるクラブに変わって 

いかなければいけないと感じています。 

 

「そうなる為にはどうすればいいのか」 

「クラブの為に何ができるか」 

 

この事を常に念頭においてクラブ運営にあたっていきたい

と考えています。 

 

『故郷の為に』 

彦根の皆様にお役に立てる奉仕とは何か。 

「職業奉仕」「社会奉仕」「青少年奉仕」これらのことで 

誠心誠意、日々務めておられることだと思います。 

地域の皆様に『彦根ロータリークラブの活動』を認識して

いただくよう、さらに奉仕事業を深堀していきたいと 

思っています。 

既存の事業を継続する際にも『故郷の為に』 

地域の皆様に役立つ活動を脳みそに汗をかくぐらいに 

『知恵を捻りだし』事業にあたっていきます。 

『みんなの為に』 

８年程前の情報集会にて『社会奉仕事業』について 

どういう考え方で取り組むかという 

テーマで話し合ったときに大塚行雄（物故会員）さんが 

「何となくいいと思われることをあまり深く考えず懸命に 

行えばいいのでは」と発言されました。 

その言葉が妙にストンと腑に落ちて心の中に残って 

います｡ 

今年度の社会奉仕事業は 

社会奉仕委員会・国際奉仕委員会合同で 

｢世界の一隅を照らす事業」を計画していると聞いて 

います。 

ロータリーの奉仕を必要とされている世界のどこかに 

暮らす人々に少しでもお役にたてるよう尽力していきます｡ 

 

クラブ奉仕では活動の基本となる例会運営にも 

手を抜かず丁寧に行っていきます。 

決められた事を決められた通りに粛々と緊張感をもって 

進行していきます。 

親睦活動におきましてはメンバーの皆様に楽しんで 

頂ける企画をどんどん行っていきたいと考えています。 

 

「ネアカ のびのび へこたれず」をモットーにして 

今年度の活動に取り組んでいきたく思っております。 

何卒皆様のご協力をよろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

ご挨拶 

                         幹事 今村康博 

 歴史と伝統ある彦根ロータリークラブの幹

事という大役を拝命し、誠に身の引き締まる

思いでございます。 

 今年度は新型コロナウィルスの感染拡大

防止により、スタートから例年とは異なるスタ

イルでの例会運営やロータリー活動を余儀なくされており

ます。特にロータリー歴の長いメンバー様には、かなり違

和感がおありかと思いますが、地区をはじめ我々執行部も

かつてない難局に手探り状態で取り組んでおります故、寛

容の精神で見守って頂きたいと思います。 

 ロータリーのみならず世の中の常識がどうなって行くの

か見当もつきませんが、変えなければならないもの、残さ

なければならないものを見極めて、大舘会長を先頭にで

きることからコツコツと「クラブのために、故郷のために、み

んなのために」の精神で皆様に充実したロータリーライフ

を送れますようにしっかりとサポートさせて頂く所存でござ

いますので、今年一年、ご指導ご鞭撻の程、よろしくお願

い申し上げます。 

 

 

 



ご挨拶 

                         ＳＡＡ 杉本克実 

 本年度ＳＡＡを担当することになりました。 

よろしくお願いします。 

 ＳＡＡの責務は会場監督、管理（地区大

会、地区研修・協議会）で、気品と風紀を守

り、会合が秩序正しく運営されることを求めら

れています。 

 今年度のＳＡＡはニコニコ委員会も担当することになり、

より緊張感を持ってスタートを切りますので、皆さんご協

力、ご支援の程よろしくお願いします。 

＜重点事項＞ 

１．例会での遅刻・私語・無用な発言を慎みマナーを守る  

２．例会では特に卓話での時間配分を厳守する 

 

理事会報告（2020.5.28）                                        

１．「コロナウイルス感染拡大防止」下におけるクラブ運営   

  の件  承認 

２．次年度委員会構成の件  承認 

３．次年度会長・幹事・ＳＡＡ代行順位の件 

   会長 ①石原副会長 ②青木会長エレクト  

       ③本庄直前会長 

   幹事 ①上田会計 ②小島公共イメージ理事 

       ③田井中徹奉仕プロジェクト理事 

   ＳＡＡ ①安居継副ＳＡＡ ②秋野会員組織理事 

        ③岡田眞財団・奨学金理事 

４．次年度事業計画案・事業予算案の件  承認 

５．次年度プログラム・ソングリーダーの件 

   （リーダー）後藤元一 

   中村 哲・玉置貴一・井上清宏・佐々木治郎・柳 大輔 

６．次年度お祝品の件 

  会員誕生日－図書カード 配偶者誕生日－鉢植え 

  結婚記念日－タオルセット 入会記念日－タンブラー 

７．皆出席お祝品の件 

   １～４年－バッジ  ５年－ルビー入りバッジ 

   １５年～５年毎－ペットボトルカバー 

   その他－ボールペン  

８．次年度週報の件  承認 

９．次年度ＩＭ開催日変更の件 

 ２０２０年９月１２日（土）→２０２１年１月２３日（土）に変更 

 

理事会報告（2020.6.25）                                        

１．指名委員会設置の件  承認 

２．監査人の件  中川勝晴君・清水克己君 

３．次年度予算書修正の件  承認 

４．例会コロナ感染拡大防止対策の件 

   非接触型他体温計２個とフェースシールド２つ購入 

５．事務局WEB会議環境整備の件 

   ノートパソコン・ピンマイク購入  Ｗｉｆｉ導入 

６．納涼例会の件 

   ８月２７日（木）１７：３０～ やす井にて 

   当日会長杯ゴルフコンペ開催 

７．国際奉仕活動連携組織「手を洗おう会」法人年会費 

  納入の件    ２０，０００円×３口 

８．会員名簿作成の件 承認 

  

前年度臨時理事会報告（2020.6.25）                                       

１．退会会員の件 

  赤嶺英光君、岡田建三君、大塚義和君、田部正俊君 

  が一身上の理由により６月３０日付けで退会 

 

◇大塚義和様より 

 退会にあたり、一言御礼申し上げます。 

この度彦根ＲＣの諸活動をはじめ、地区や全国の活動に

も参加できない「もどかしさ」から親しく楽しく過ごした彦根

ＲＣを退会することになりました。 

 入会後、１０年ですが、３年前に脳出血で入院して以

来、全く活動ができなくなりました。 

 これまで各委員会の委員長や理事、数ある同好会そし

て地区活動にもほぼ１００％参加してきたので納得してい

ます。６０周年副委員長、わたり幼稚園訪問、高松ＲＣ訪

問、平和集会、入会まもなく参加した国際大会、甲子園球

場での野球全国大会、名門ＲＣを訪ねる会、グルメ、ワイ

ン同好会、名門ゴルフ場でプレーする会など、どれをとっ

ても楽しい活動で大変勉強になりました。 

 あらためて感謝申し上げます。 

 これまでいろいろお世話になりありがとうございました。

彦根ＲＣがますますご発展されますこと会員の皆様のご健

勝を、心よりご祈念申し上げます。 

 

前回例会報告 

 今年度最終となる例会が料亭旅館やす井で開催されま

した。 

 会長の時間では、例会では①親睦を深め ②高潔性を

養い、②多様性を強化し ④奉仕を続け ⑤リーダーシッ

プを養うの５項目を達成できるようになっています。と話さ

れ、かつての白井尼崎市長の講演に触れ、リーダーシッ

プの大切さについて述べられました。列車転覆事故の

際、近くの会社の人達が何人かが５人１組となりそれぞれ

役割分担を行い、阪神淡路大震災の反省の上で、人命

救助できたこと被災者の家族から労をねぎらう言葉のあっ

たことを話され、リーダーシップを引き出す大切さを強調さ

れました。続いて大塚義和君の退会に寄せてのメッセー

ジを朗読されました。 

 卓話の時間では、期末挨拶として幹事の本登君より日

越交流プロシェクトでベトナムに行き熱烈な歓迎を受けた

こと、初めてサインしたことなど話されました。 

 近藤副会長は、特に仕事としてはなく、ただ親睦委員長

を２年連続することになり、メンバーの皆さんに助けられ、

役を果たすことができましたと挨拶されました。 

 岡田（建）ガバナー補佐は、補佐３年、今年で役目を果

たせ退任となります。クラブも色々なクラブがあり、当クラブ

は自信を持って推せるクラブだと思います。地区へも出向

していただきロータリー精神を保たれ、永く活動してほしい

とエールを送られました。 



出席報告 

他クラブプログラム予定 

 最後に本庄会長は、各委員会委員長の方々皆さんの力

をおかりしてさまざまな事業計画のもと実行することがで

き、正に「ロータリーに感謝を ロータリーに友情を」実践

できたような気がします。お陰様でガバナー賞が受賞でき

そうな所に来ています。また、会長候補者でありますが、

次次年度候補の方にはできるだけお受け頂きたい。次年

度は大舘君が会長です。今年頂いた皆様方のご厚情、ご

協力を大舘君に賜りますようお願い申し上げ挨拶としま

す。一年間本当に有難うございました。と挨拶されました。 

 続いてバッジ交換が本庄会長より大舘次年度会長へ。 

 大舘次年度会長は「７月１日より６９代目彦根ＲＣの会長

となります。バッジの重さ、責任の重さを痛感しておりま

す。コロナ禍のもと粉骨砕身努めてまいります。よろしくご

協力を」と挨拶されました。 

 その後、今年度本庄会長、本登幹事、岡田ガバナー補

佐へ花束が贈呈されまし

た。 

 閉会点鐘後、席上で食

事をとるもの、持ち帰るも

の、次週新年度を迎える

心新たにして散会となりま

した。 

 

ニコニコ箱 

（本日計 281,000円・累計 2,317,000円） 

本日は最終例会です。どうぞよろしくお願いします。１年 

  間ありがとうございました…本庄君 

１年間ありがとうござました。感謝…本登君 

本庄会長、本登幹事、大変お疲れ様でした。ガバナー補 

  佐無事終わらせて頂きました…岡田（建）君 

本庄会長始め役員の皆様、一年間ご苦労様でした。ロー 

  タリーに感謝、友情に感謝です…田部（正）君 

１０年前に入会してすぐロータリーソングのテープを買いま 

  した。彦根ロータリーと皆さんを忘れないために大好き 

  な「４つのテスト」をこれからも口ずさんでまいります。 

  さようなら…大塚君   

誰もが経験した事がない大変な年に会長・幹事としてガン 

  バッて頂いたことにエールを送りたいと思います 

  …秋野君 

最終例会を祝して。１年間お世話になりました…青木君 

今年度お世話になりました。最終例会参加できなくて残念 

  です…那須君 

本庄会長１年間お世話になり有難うこざいました…松田君 

 

最終例会１年間ありがとうございました…小田柿君、田井 

  中（徹）君、近藤君、角田君、大舘君 

最終例会に出席できて感謝です。やす井様ありがとうござ 

  います…吉原君 

１年間親睦委員をさせて頂き有難うございました…後藤君 

本庄会長、本登幹事さん並びに役員の方々コロナショック 

  の大変な時期につとめて頂きご苦労さんでした 

  …田部（泰）君 

コロナに負けず最終例会に出席できました…岡君 

本庄会長、本登幹事さん１年間ご苦労様でした…清水君 

  森君、宮川君、戸所君 

本庄会長、本登幹事はじめ皆様ありがとうございました。 

  最終例会ができてよかったです…嶋津君   

ご無沙汰しています。再会を祝して…澤田君 

久方の 友との集いに 微笑むマスク…正村君 

本庄会長はじめ役員の皆さん一年間ご苦労さんでした 

  …田井中（順）君、安居（継）君 

本庄会長と例会に感謝…北村（登）君 

１年間お世話になりました。本庄会長、本登幹事ありがとう 

  …小島君 

本庄会長１年間お疲れ様でした…川原崎君、上田君 

１年間ありがとうございました。次年度もよろしくお願い申し 

  上げます…藤岡君 

大変な年度末となりました。お世話になりました。あたたか 

  い心遣いありがとうございました…渡邊君   

本庄会長、本登幹事色々大変でございます。１年間ご苦 

  労様でした…片岡君 

本庄会長、本登幹事一年間有難うございました…西村君 

本年度もいろいろお世話になりました…藤田君、小菅君 

最終例会一年間お世話になりました…杉本君、中川君 

大変な年度になりました。役員の方々ご苦労様でした 

  …大森君 

誕生日を祝って頂いて…神野君、佐々木君、森君 

妻の誕生日を祝って頂いて…上西君、宮川君、中川君、 

  赤嶺君 

結婚記念日を祝って頂いて…戸所君、今村君、神野君、 

  上西君 

入会記念日を祝って頂いて…本登君、和田君、秋野君、 

  近藤君、田井中（徹）君、玉置君 

皆出席を祝って頂いて…森君、大舘君、嶋津君、今村 

  君、玉置君 

 

彦根ＲＡＣ例会 

７月 ２日（木） 「所信表明例会」  

       １９：３０～食事 ２０：００～例会  於．龍鱗 

７月１６日（木） 「アクト会員卓話例会」 

       １９：３０～食事 ２０：００～例会  於．龍鱗 

会報・広報雑誌委員会  ／  小島充子  藤岡聖和  大森修太郎  四方清文  菅谷 渉 

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 

７月 ３日(金) 長浜東ＲＣ 「新年度の抱負」     

７月 ６日(月) 長   浜ＲＣ 「新年度の方針」      

７月 ６日(月) 五 ・ 能ＲＣ 「フォーラム」       

７月 ７日(火) 長浜北ＲＣ 「新年度の抱負」                

７月 ７日(火) 彦根南ＲＣ 「休会」        受付なし        

 会員数 当日出席 ﾒｰｷｬｯﾌﾟ 出席率（％) 

６月２５日 ６２（１６） ４５（１１） ０ ７８．９５ 

２月２０日 ６２（１７） ４４（７） ４ ９０．５７ 


