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知ってやはりますか？こんなこと！！

彦根 辺りのお宝

関ケ原合戦図 （彦根城博物館蔵）
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）

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）

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）
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井伊家筆頭家老 木俣家に伝わった「関ケ原合戦図」は六曲一隻の屏風
作者は大舘素雪(おおだちそせつ)で本名は喜太郎といい天保の頃
井伊家の足軽として仕えていたようです。
大舘家は現在の芹橋１丁目に居住し、井伊家の家臣として武芸指南
絵画指南のようなことをして生計を立てていました。
大舘家は私の本家筋にあたり、素雪はご先祖にあたります。
現在、古美術を生業としていますが、先祖の作品を目にすることができ
少し感慨深いものがあります。
（選）大舘康伸
ネットで「関ヶ原合戦図 彦根城博物館」で検索すれば美しい屏風と
井伊隊の活躍ご覧いただけます。お試しください。

★ポールハリス語録
「心を強く、熱意を新たに、希望を高く持ちましょう。
この精神が心にある限り、ロータリーは決して滅びません」

お祝い
会員誕生日

嶋津慶子君（７月１３日）

ご夫人誕生日

柳君ご夫人麻有さん（７月１４日）

入会記念日

今村康博君（平成２５年７月１１日）
藤岡聖和君（平成２９年７月１３日）

挨拶まわり報告
公共イメージ理事 小島充子
７月２日（木）例会終了後、大舘会長、今村幹事と彦根市
長始め市議会議長・教育長・各種団体・報道関係各社に挨
拶まわりに行ってきました。アポを取ったのは市長だけでし
たが、多くの方々とお会いでき、交流でき、有意義な時間を
過ごさせて頂きました。１７時過ぎまで話し続けて、喉が渇き
きった会長、幹事お疲れ様でした。

於．料亭旅館 やす井

今日の食事

前回例会報告
幕の内弁当

次回例会案内（2020.7.16）
「

街のうつりかわりと私 」
担当 ： 小島充子 君

会長の時間では、中川ガバナー補佐か
ら、「新型コロナで様相が一変し、松原ガ
バナーが大変心配されており、会員ご自
身、家族、社員、会社を守ることが社会
奉仕の根幹であること。私は地区と各クラ
ブとの懸け橋として努めます。」と話され
ました。

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

また、滋賀銀行の四方清文君より退会の
ご挨拶として、「彦根支店長を退任し、次は
営業統括部長待遇で本部へ転勤する。Ｒ
Ｃは社会づきあいを大きく変え、知人、知
見を広げることができた。」と話されました。
卓話の時間では新年度役員挨拶があり、
まず大舘会長からは「あと４１回例会でお
話しすることになる。１２年前に入会したの
がつい最近のよう。新型コロナで見通しが
立 た ない が「ク ラブの 為 に 故 郷 の 為 に
み んなの為に」 取 り組 んで いく。で きる
事、できない事、やってはいけないことを見定め ①しっか
りとした事前計画 ②綿密な準備 ③三つの勇気（進め
る、立ち止る、やめる）で取り組む。身を粉にして働くので
よろしくお願いします。」と話されました。
次に、石原副会長から「会長からニコニコにどんどん入
れてほしいと言われている。会長に何かあったとき、あるい
はどうしても例会に参加できないときは代役を勤める。温
かい目でみてください。」と話されました。
次に青木会長エレクトから「今期しっかり勉強し、次期に
備える。新型コロナの中ではあるがみんなで頑張っていき
たいです。」と話されました。
次に、今村幹事から「幹事として身が引き締まる。新型コ
ロナで手探りの運営になるが、温かく見守ってほしい。変
える事、残すことを吟味していきたい。ご指導ご鞭撻をお
願いします。」と話されました。
次に上田会計から「会計はほかの役と違って全く分かっ
ていない。しかし、ＲＣを知る良い機会。勉強していきた
い。また、会長方針を毎年ＷＥＢに公開する作業の中で
良く頭に入るが、今年も大舘さんらしく素晴らしい方針だと
思います。」と話されました。
最後に杉本ＳＡＡから「新型コロナで新しい日常というこ
とでＲＣも消毒・マスク・検温などをやってもらう。会場も極
力ソーシャルディス
タンスで。換気もし
ていく。ワクチンや
特効薬がでるまで１
～１．５年は不都合
を強いるがよろしく
お 願 い し ま す。」と
話されました。

お客さま
中川豊太良ガバナー補佐（長浜北ＲＣ）
ツーティーゴックさん（米山奨学生）
ニコニコ箱
（本日計 118,000円・累計 118,000円）
今年一年お世話になります…中川ガバナー補佐
出席報告

４．みんなのためになるかどうか

中川ガバナー補佐、彦根ＲＣへ足をお運び頂きありがとう
ございます。今後ともお世話になります…大舘君
中川ガバナー補佐をお迎えして。新年度を迎え大舘会長
一年間よろしく…杉本君
皆様今年一年よろしくお願いします…大舘君
つたない幹事ですが、一年間務めさせて頂きます。皆様
のご指導ご鞭撻の程よろしくお願いします…今村君
大舘会長のもと副会長をつとめさせていただきます。一年
間よろしくお願いいたします…石原君
３年間お世話になりました…四方君
挨拶をさせていただき御礼申し上げます。今後ともよろしく
お願いします…青木君
大舘丸の出航をお祝いいたします。コロナでご苦労が多
いですがよろしくお願いします…西村君
大舘会長年度の躍進を祈念して…岡君
今年度もよろしくお願いします…安居（継）君、那須君、藤
田君、片岡君、田井中（徹）君、菅谷君、小田柿君、吉
原君、戸所君、小菅君、宮川君
本庄さん一年ご苦労さんでした。大舘さん一年よろしく
…田井中（順）君
清水さん、近江タクシーさん駐車場お世話になります
…安居（継）君
大舘会長へ コロナ禍の 福への船出 梅雨の虹…正村君
大舘会長、今村幹事の船出を祝して。無事過ごせますよ
うに。１年間よろしくお願いします…小島君
大舘会長、今村幹事１年間よろしくお願いします
…清水君、本登君、角田君
新年度を迎えて。大舘会長、今村幹事さん初め役員の皆
様大変ご苦労さんです。本年もどうぞよろしくお願いし
ます…田部（泰）君
新しいお役をいただきました。精一杯務めます…上西君
新年度の門出を祝って…瀧沢君
大舘会長宜しくお願いします…本庄君、上田君、藤岡君
大変な船出となりましたが、若い会長、幹事のパワーでき
っと乗り切ってくれることを信じて…秋野君
大舘丸の船出を祝って…大森君
１年間どうぞよろしくお願いいたします…松田君、後藤君
例会に感謝…北村君
新年度はじまりました。どうぞ宜しくお願いします…嶋津君
新しい船出 １年間よろしくお願いいたします…渡邊君
2020ｽﾀｰﾄです。大舘会長宜しくお願い致します…和田君
ちょっと別のクラブでうれし悲しい事がありました。感謝
…石原君
入会記念日を祝っていただいて…角田君、岡君
家内にお祝いをいただいて…片岡君
結婚記念日を祝って頂いて…菅谷君
入会して1年がたちました。2年目も頑張ります…佐々木君

他クラブプログラム予定

ﾒｰｷｬｯﾌﾟ 出席率（％)

７月１０日(金)

長浜東ＲＣ 「新年度の抱負」

７月１３日(月)

長 浜ＲＣ 「新年度の方針発表」

７月１３日(月)

五 ・ 能ＲＣ 「クラブ協議会」

会員数

当日出席

７月 ２日
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７月１４日(火)

長浜北ＲＣ 「新年度の抱負」

６月１８日

６２（１６）

４２（７）

１

８１．１３

７月１４日(火)

彦根南ＲＣ 「休会」

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
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