
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） 

 

桂 紅雀  （かつら こうじゃく） 

 本 名     片山 一夫  （かたやま かずお）  

 生年月日   昭和４６年５月１５日  

 出身地    滋賀県大津市  

＜経歴＞  

平成７年９月 故桂 枝雀に入門  

平成８年４月 京都・東山安井 金比羅会館「桂米朝落語研究 

         会」にて初舞台    

＜レギュラー＞  

びわ湖放送「テレビ滋賀プラスワン」（土曜日12:00～12:20）  

びわ湖放送「しがのイチオシ！」  （金曜日20：55～21：00）  

＜CM＞ 日本コカ・コーラ株式会社 綾鷹  落語家さん編  

＜趣味＞ 競馬､ビリヤード､映画鑑賞､格闘技観戦、ボウリング  

＜スポーツ＞ ＜特技＞ 剣道二段 競馬の馬券を外すこと  

 

＜紅雀について＞  

明るく、脳天気な落語を演じブレイク寸前で止まったまま２４

年を迎える。 お客様から、“熱演でした”“元気をもらいまし

た”との評判をとっているような気配を 少し感じられるみた

い。 浅薄な知識で、広く深く、多くを語る事にかけては他の

追随を許さない。 特に映画、政治、競馬に関してはその

偏った見地から大胆に、かつ、強引に自分の 理屈をこねくり

回し語る為、辟易している人間が多数出没。 “夢は、マカオ

で１００億円使うこと”と語る紅雀。 芸道でのブレイク前に本

人の家計がブレイクしそう。 是非とも彼のブレイクを皆さんで

大きなものにして頂きたいものであります。  

＜所属＞ 株式会社 米朝事務所  

                       (桂米朝事務所HPより） 

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（2020.9.3） 

「 ロータリーの友月間にちなんで 」 

担当 ： 公共イメージ常任委員会   

       

     

 

幕の内弁当 

 
 

        「大老之章」と刻まれた印章。 

        天明５年(１７８５)、井伊家１０代の 

直幸(なおひで)が作らせたもの 

です。井伊家は世子の早世等、 

不遇が続いていたことから、直 

   幸は家格の復興に強い意欲を 

   持ち、官位昇進競争の結果、正 

   四位上という井伊家が到達しうる 

   最高の官位に就き、天明４年に 

   大老に就任しました。この印章は 

 翌５年に制作されました。約９㎝四方という大きさが大老となった 

 ことを高らかにうたっているようです。 

            【彦根城博物館 学芸員（書画） 髙木文恵】 

 彦根ロータリークラブ週報           ２０２０～２０２１ ＶＯＬ.６９ ＮＯ.７  

第３２８６回例会 
２０２０．８．２７ 

 

＜納涼例会＞ 17:30～ 

開会点鐘  

ロータリーソング斉唱 

「それでこそロータリー」 

会長の時間  

 幹事報告 

 委員会報告 

 ニコニコ箱報告 

 出席報告 

閉会点鐘 

 

☆落語会 18:00～18:50 

  桂 紅雀 

 

 

         於．料亭旅館 やす井 

★ポールハリス語録 
 「たとえ、よりよいことのためでも退けることができない、 

 といったような聖域がロータリーに一つもないのは幸いで 

 す。現代は、移り変わる世界の実験的時代です。価値があり 

 進歩するものはすべて試行錯誤の積み重ねなのです」  

知ってやはりますか？こんなこと！！ 

彦根 辺りのお宝 

「大老」の印章 



出席報告 

他クラブプログラム予定 

会長杯ゴルフコンペ報告 

                            佐々木治郎 

 本日８月２７日（木）、初

ロータリー会長杯に参加し

てまいりました。ゴルフ場

に到着した時は、雨が降っ

ておりましたが徐々に雨も

やみ、開会宣言、記念撮

影の時には、すっかり雨も

止み、皆さんの日頃の行

いの賜物だと感じました。暑さはありましたが先輩方と楽し

くプレーできましたこと感謝いたします。会長並びにゴルフ

場より豪華な商品が提供され、表彰式では、なごやかな成

績発表となりました。同じ組で一緒プレーさせて頂いた大

舘会長にいろいろアドバイス頂き、機会があれば参加させ

て頂きたいですし、少し練習を積んでリベンジしたいと思

います。参加されたメンバーの方本当にご苦労様でした。         

               OUT IN GROSS HDCP NET 

優  勝  秋野 正誠 君 ４６ ４４  ９０  １８．０ ７２．０  

準優勝  田部 泰男 君 ４７ ４１  ８８  １５．６ ７２．４  

３  位  石原 成郎 君 ４０ ４２  ８２   ９．６ ７２．４ 

４  位  正村 嘉規 君 ４４ ４５  ８９  １３．２ ７５．８   

５  位  清水 克己 君 ４７ ４５  ９２  １５．６ ７６．４ 

前回例会報告 

 会長の時間では、新会員推薦の依頼、文化プラザ入り

口の「環境保全４つのテスト」看板のメンテナンス、彦根

ロータリーでの同様のものがあればメンテナンスしますと

のこと、８月１８日今村幹事と彦根南ＲＣを表敬訪問しまし

た。マスクの上フェイスシールドも準備しての今年度２回目

の例会でした。時間は３０分ほど、納涼例会は行わないと

のことです。お宝の紹介で前回の背割り水路の話で公図

から水路を消して登記までは時間もコストもかかるとの説

明がありました。 

  本日の卓話は 

 吉原 保君で 

 「１０年後のクリー 

 ニング」というテー 

 マで、現在行って 

 いる事業紹介をさ 

 れました。 

 インターネットや宅配のアウトソーシングを使い販路拡大

に挑戦し、約１２年間で２６万が利用するサービスに成長。

また今後の世の中の動き的にはECコーマスの台頭で現

状のリアルなサービスの見直しを図って行く必要があるの

ではということです。２０２３年には国内でECコマースは２６

兆円規模に成長すると言う。また、コロナ禍の状況でリ

モートでの働き方が更に加速度的に成っていく、この時流

を考えて行くことが必要だと言うことです。ヨシハラでは、

ECコマースの支援事業にも乗り出し更に市場拡大に貢献

する事を目指していると言うことです。この１年で提供先も

２社から１２社に増え更に増えていくと言う。少しでも自社

のサービス・事業に生かして頂ければ幸いですと、締めく

くられました。 

 

ニコニコ箱 

（本日計 28,000円・累計 316,000円） 

暑い日が続きますが、皆様熱中症、夏バテに気をつけて 

  お過ごし下さい…大舘君 

お盆休み、近場へ家族旅行に出かけました。孫に元気と 

  癒しをもらえたのが何よりでした…杉本君    

卓話の時間をいただきありがとうございます…吉原君 

７９才の誕生日を祝っていただき感謝！！…秋野君 

妻の誕生日を祝っていただいて…神野君、安居（秀）君 

結婚記念日を感謝しいつまでも仲良くします…本登君 

 

彦根ＲＡＣ例会 

９月 ３日（木） 「川嵜海知君スピーチ」  

           ２０：３０～ オンライン例会 

９月１７日（木） 「ツーティーゴックさんスピーチ」 

           ２０：３０～ オンライン例会 

会報・広報雑誌委員会  ／  小島充子  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 

８月２８日(金) 長浜東ＲＣ 「会員増強月間にちなんで」             

８月３１日(月) 長   浜ＲＣ 「イニシエーションスピーチ」      

８月３１日(月) 五 ・ 能ＲＣ 「清掃活動」          

９月 １日(火) 長浜北ＲＣ 「イニシエーションスピーチ」         

９月 １日(火) 彦根南ＲＣ 「委員長挨拶」    受付なし 

 会員数 当日出席 ﾒｰｷｬｯﾌﾟ 出席率（％) 

８月２０日 ５６（１４） ３６（８） ２ ７６．４７ 

７月３０日 ５７（１４） ３６（７） ０  

今 思うこと ・ ・ ・ 
 

戦没者慰霊碑 

                         小菅一彦 

 お盆に、久しぶりに帰って来た孫たちと一緒に家

族でお墓参りに行きました。帰路は恒例のごとく墓

地の一角にある戦没者の慰霊碑にお墓参りしまし

た。以前は花の置場もないほどであったのに、今

年は献花の少ないのに心がいたみました。 戦後

７５年の歳月を経て忘れられていく戦没者がお気

の毒です。２００軒の集落の戦没者慰霊碑には名

前も彫り込まれています。日清戦争２名、日露戦争

３名、支那事変（日中戦争）１５名、大東亜戦争（太

平洋戦争）５３名で第二次大戦の激しさがしのばれ

ます。私のご近所の方も４名おられます。お国の為

に尊い命を捧げられた戦没者の霊は末永く忘れて

はいけません。お国の為に身を捧げよ、死ねば靖

国に祭ってやるとの国の約束を果たすため、総理

は靖国参拝の義務があります。中国や韓国が何と

言おうと、どこの国にも無名戦士の墓地はありま

す。靖国神社は日本の無名戦士の墓地なので

す。 


