
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                   

会員誕生日    田井中順次君（７月２１日） 

           安居継彦君（７月３０日） 

                        

ご夫人誕生日  川原崎君ご夫人明美さん（７月１９日） 

           安居（秀）君ご夫人史さん（８月２日）         

 

入会記念日    澤田和重君（平成２９年７月２０日） 

           正村嘉規君（平成２９年８月３日） 

           岡田眞智子君（平成２２年８月５日） 

            

皆出席       那須君…１２年  角田君…４年  

 

職業奉仕研修会報告 
                   職業奉仕委員長 渡邊僖子 

 ７月１４日地区職業奉仕委員長の上原氏のYouTubeによる

ご挨拶があり、初のオンライン研修の体験を試みてほしいと

参加要請のメッセージを受信しました。 

 ７月２３日（木）１４時からの研修会に大舘会長のサポートの

もと、事務局で一人オンライン研修会に参加しました。 

 松原ガバナーの開会点鐘から始まり、「職業奉仕の歴史を

学ぶ」と題したDVDを視聴。初期ロータリーの時代、親睦・互

恵派と奉仕・拡大派との対立激論から始まり、職業奉仕理念

が導入され、ロータリー改革の第一歩がなされました。以

後、数々の職業奉仕理念の変容を経て、２０１６～２０１７年

度国際ロータリー基本理念「職業奉仕に関する声明」が示さ

れた・・・等々約２５分間視聴しました。 

 その後、質疑・感想などの交流があり、私には少し難しかっ

たが、初めてのオンライン研修を無事終えました。 

 今後このような形で研修がなされる由、不安材料山積の研

修会でした。 

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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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（2020.8.6）  

  

担当 ： 会員増強委員会 

          

     

 

幕の内弁当 

 
 
北野神社を創建され
た井伊家二代当主井
伊 直 孝 公 は 幼 少 の
時、群馬県安中市下
後閑の北野寺に生活
され、その境内に天
神様の御社があり、
毎日立身出世・武運
長久・井伊家の繁栄
をお祈りされておられ
ました。 
その後、大阪夏・冬の陣にて大きな手柄を立て、彦根城主に任ぜ
られて彦根城を完成。 
城下町の構築に努める中、幼い頃、天神様に祈願していたことが
忘れられず、１６２０年城下町の守り神として北野神社を建立さ
れ、天神様をお祭りされてより本年４００年を迎えられます。 
                              （選 大森修太郎）     

 彦根ロータリークラブ週報           ２０２０～２０２１ ＶＯＬ.６９ ＮＯ.４  

第３２８３回例会 

２０２０．７．３０ 

開会点鐘 

ロータリーソング斉唱「奉仕の理想」 

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 

 「会計報告」 

閉会点鐘 

 

         於．料亭旅館 やす井 

★ポールハリス語録 
 「社会に役立つ人間になる方法はいろいろありますが、 

  最も身近で、しばしば最も効果的な方法は、 

          間違いなく自分の職業の中にあります」  

知ってやはりますか？こんなこと！！ 

彦根 辺りのお宝 

天満宮 北野神社  



出席報告 

他クラブプログラム予定 

ワインクラブ報告 

                             本登忠雄 

 ７月９日（木）第１８回ワインクラブ例会が伊勢幾さんにて

開催されました。 

 最初にジョセフ・ペリエという伝統的なセパージュで、最

低３年間の瓶熟成を経て、リリースされ、ＪＡＬ国際線ビジ

ネスクラスで出されているシャンパーニュで乾杯し、シャト・

ラ・グロック・ピエールからシャト・デ・モールまで赤ワイン６

本を飲み干し、料理もワインに合う納涼感漂うメニューで

目で楽しみ、食べて楽しみ、飲んで楽しむことができ、す

ばらしい楽しい時間を過ごすことができました。 

 次回は１０月８日（木）ホテルサンルート彦根にてコロナ

で中止になった例会と合わせてコロナに負けるな例会？

としていつもと違う例会を計画して頂けるとのことで会員の

皆様の多数のご参加をお願いいたします。 

 

『友』電子版 いつでもどこでも『ロータリーの友』 

 今お使いのパソコン、スマホ、タブレットで『ロータリーの

友』がご覧いただけます。 

POINT １ いち早く『友』が読める。 

   毎月１日午前０時に最新号が掲載されます。 

   例会で配布される前に内容をいち早くチェックしよう。 

POINT ２ 雑誌がお手元になくても大丈夫 

   最新版だけでなくバックナンバーも閲覧できます。 

   過去の誌面を確認したい時にご活用ください。 

POINT ３ 外出先での空き時間を活用 

   スマートフォン、タブレットで読めるので、雑誌を持ち 

   歩かなくてもＯＫ。 

◇電子版へのアクセス方法 

① 『友』のウェブサイトにアクセスします 

② IDとパバスワードを入力します。 

   IDとパスワードはクラブ事務局にお知らせしています。 

③ 電子版画面を開く   

  「閲覧する」のリンクをクリックすると別画面が開き、 

  誌面を読むことができます。 

                   （ロータリーの友７月号より） 

前回例会報告 

 会長の時間では、７月１２日に松原ガバナーとZOOM（ビ

デオ会議）による懇談会に参加した。今回、クラブ事務局

にWi-Fiを整備しノートPCも用意した。自宅に環境がない

方 は、事 務 局 で ビ デ オ 会 議 に 参 加 が で き る。ま た、

PowerPoint等のオフィスソフトも入っているので、資料作成

でも利用していただきたいと話されました。また、「新型コ

ロナ禍の中、コミュニケーションをしっかり図ること、また、”

寄り添う”ことを強調されていた。本来、直接会ってメッ

セージを伝えたいところであるが、ガバナー通信をよく読

んで頂きたいとのことでした。（会議内容は先週の週報を

参照してください。） 

 卓話の時間は小島充子君でした。 

  

「まずは、卓話タイムを超過してしまい段取り

の悪さで皆様にご迷惑をおかけした事深く

お詫び申し上げます。『街のうつりかわりと

私』と題し、スライドを見ながら街と私という人

間を知っていただきたく、昭和２９年からの商

店街の様子を本人の成長と照らし合わせながら見て頂き

ました。銀座の先人たちの心意気を感じていただきたく、

そして街の中で多くの方々に囲まれて育った事、良き時

代に生きて商売させて頂き（何回もの店舗改装、2度の出

店、最後は寿閉店！！）子育も出来た事に感謝の念を込

めて。そして今は、ギャラリーで好きな事をさせて頂き、い

ろんな方々にお出会いしている。この人生に感謝したく、

これからの人生若い方々のお手伝い出来ればと・・・ギャ

ラリーの片隅から見守っていきたいです。この卓話の時間

を頂いた事で今までの人生振り返る事ができ、この機会を

与えて頂きました事、ありがとうございました。」と話されま

した。また、付け足しました週報のお宝 千代神社のヒカゲ

カズラは、天岩戸でアメノウズメの神が舞った時に腰につ

けていたもの。それを社紋にするとは粋な事ですね、とそ

の時お伝え出来なかった事追加されました。 

ニコニコ箱 

（本日計 52,000円・累計 201,000円） 

お陰様で事務局にＷＥＢ会議の環境が整いました 

  …大舘君 

本日の歴代会長幹事会よろしくお願いします 

  …安居（継）君 

本日卓話をさせていただきます。つたない話お聞き下さい 

  ませ…小島君 

本日もよろしくお願いします…本庄君 

紫陽花の 露の雫に 老いのしわ…正村君 

誕生日自祝また家内の誕生日をお祝いいただいて 

  …戸所君 

誕生日を祝っていただいて…小菅君、上田君 

妻の誕生日を祝っていただいて…青木君、柳君 

カミさんの誕生日祝っていただいて…堤君 

入会記念日を祝っていただいて感謝です…上西君 

入会記念日お祝い頂きありがとうございます…松田君 

入会記念を祝っていただいて…那須君 

入会記念ありがとうございます。また、ご挨拶いたしますが 

  ７月をもって大阪本社勤務を命ぜられました。ありがとう 

  ございました…藤岡君   

彦根ＲＡＣ例会 

８月 ６日（木） 「アクト会員卓話例会」  

                ２０：００～  於．龍鱗 

８月２０日（木） 「アクト会員卓話例会」  

                ２０：００～  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  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３１日(金) 長浜東ＲＣ 「休会」        受付なし     

８月 ３日(月) 長   浜ＲＣ 「会員増強・退会防止の 

            為の今」      

８月 ３日(月) 五 ・ 能ＲＣ 「夜間例会」     受付なし         

８月 ４日(火) 長浜北ＲＣ 「イニシエーションスピーチ」               

８月 ４日(火) 彦根南ＲＣ 「役員理事挨拶」  受付なし      

 会員数 当日出席 ﾒｰｷｬｯﾌﾟ 出席率（％) 

７月１６日 ５７（１４） ３８（９） ０ ７３．０８ 

７月 ２日 ５８（１４） ４５（９） １  


