
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） 

           小椋政昭君（８月１１日）     

                    

ご夫人誕生日  川原崎君ご夫人明美さん（７月１９日）     

           藤田君ご夫人敦子さん（８月６日） 

           松田君ご夫人和美さん（８月１６日） 

           玉置君ご夫人美佐さん（８月１９日）      

 

皆出席       那須君…１２年 

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  

 （2020.8.13）休会 

 （2020.8.20）「１０年後のクリーニング」 

            担当 ： 吉原 保君 

     

 

幕の内弁当 

 
 

彦根の城下町は、彦根城の築城とと

もに新たに創られた都市でした。とり

わけ外堀より内側の地区は都市設

計に基づき街区が形成されました。

城下の町人の屋敷地は道路に面

し、間口が狭く奥行きが長い短冊形

(たんざくがた)の敷地が整然と並

び、屋敷の裏側の他屋敷との境界

には背割りの排水路が設けられまし

た。排水路は城下町の開発当初か

らのものと考えられ、現在も現役で

機能しています。 

旧城下町の街路とともに、江戸時代に整備された都市インフラと

して彦根が全国に誇るべきものです。 

           【彦根城博物館 学芸員（古文書） 渡辺恒一】 
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第３２８４回例会 
２０２０．８．６ 

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 

 「会員増強 本年度の取り組み」 

  担当：会員増強委員長 宮川基司 

閉会点鐘 

 

         於．料亭旅館 やす井 

★ポールハリス語録 
この「ポール･ハリス語録」には３１項目にわたって、ロータ

リーの創始者ポール・ハリスのスピーチや著書から選ばれた感

動的な言葉が集められています。ＲＩによって編集・発行さ

れ、６ヶ国語で出版されています。  

今回は少し長いですが 

語録７３ ロータリーの理想と友愛・・・ご紹介いたします。 

 

「隣人愛と友情をはぐくむ機会を無駄にすることは、海に

ダイアモンドを捨てるより愚かなことです。 

日々の労苦が重くのしかかっていませんか？ 

夕べに友が訪れれば､憂鬱は消え､気分新たになるでしょう｡ 

家から家へ通じる道の往来がもっと活発になるような世界

が望まれます。 

隣人が訪れる道は、正門でなく裏木戸ということもありま

しょう。 

私たちの父親の世代では、人々は単に｢立寄った｣ものです｡ 

「訪問する｣より｢立寄る｣ことのほうがはるかに愉快です。 

私たちは、｢余分の料理｣を決して忘れることはできません｡ 

これが、善意を示すものなのです。 

隣人の訪問は、この世の最高の強壮剤です。 

牛肉、鉄剤、ワインにまさります。ぜひお試しください」  

知ってやはりますか？こんなこと！！ 

彦根 辺りのお宝 

彦根城下の屋敷背割り水路（やしきせわりすいろ） 



出席報告 

他クラブプログラム予定 

 

 ８月は会員増強・新クラブ結成推進月間です 

  ２０１５年１月ＲＩ理事会は、８月を重点分野：「会員増 

 強・新クラブ結成推進月間」とした。ロータリアン、クラブ、  

 地区が新会員の勧誘とロータリーの新クラブ結成に焦点 

 を当てて活動する月間である。 

          （ロータリー情報ハンドブック２０１７より） 

 

臨時理事会報告（2020.7.30）                   

１．コロナ禍における例会休会基準の件  承認     

 （休会をする基準） 

 ① 彦根市内で新規感染者が２名以上、連続して３日 

   発生をした場合、理事会メンバーの承認を得て 

   例会を休会とします。 

 ② 彦根市内でクラスターが発生した場合 

   理事会メンバーの承認を得て例会を休会とします。 

 （例会を再開する基準） 

 ① 彦根市内で新規感染者が０名になり 

   その状態が７日連続された場合 

   理事会メンバーの承認を得て例会を再開します。 

 

ロータリーの友８月号 必見どころ                   

横書き  Ｐ１８ ２０２０年バーチャル国際大会 

  国際大会もテレビ会議や動画配信で実施されました。 

  ポストコロナでは、リアルとバーチャルを組み合わせた  

  ニューノーマルの世界が来るでしょう。 

縦書き  Ｐ１７ ロータリー アットワーク 

  各クラブの取り組みが短い記事でまとまれています。 

  読みやすいですし、参考に。 

 

８月のスケジュール 

８／６   定例理事会（１３：４０～やす井） 

  ２０  会員組織（常委）基本方針・活動計画確認会 

                     （１８：００～伊勢幾） 

  ２７  会長杯ゴルフコンペ（彦根ＣＣ） 

      納涼例会（１７：３０～やす井）        

 

バオ君へ記念品贈呈  

                     カウンセラー 青木竺峰  

 米山奨学生 グェン・クォク・バオ君

の送別会が中止になりましたので、８

月３日事務局にてクラブからの記念品

（アイウォーマー）をお渡ししました。 

 バオ君から「コロナで最後まで彦根Ｒ

Ｃの皆様に会うことが出来なく悔しい

です。それでも皆様から記念品を頂き

感謝します。私の目はあまり良くないので、この貴重な記

念品を使って、勉強にとても役に立つと思います。ありがと

うございました。いつか皆様と再会したいと思います。これ

からもよろしくお願いいたします。」と感謝されました。 

前回例会報告 

 会長の時間では、現在の主要都市でのコロナ発生状

況、滋賀、彦根での現状報告、近隣各クラブの例会運営

状況の説明があり、休みは欠席ではないが出席から欠席

になる場合は食事等の都合上事務局に必ず報告するこ

と。以上をふまえて、コロナ禍における休会基準を臨時理

事会で決めることの報告がありました。 

 本日の卓話の時間は会計報告・監査報告がありました。 

 まず、前年度今村会計より前年度会計報告があり、次に

前年度中川監査人から監査報告がありました。続いて今

年度上田会計より今年度の予算の報告がありました。 

 その後、週報彦根のお宝で北野神社の紹介を瀧沢君か

らして頂き彦根城の裏鬼門の位置にあるとのことでした。 

 

ニコニコ箱 

（本日計 29,000円・累計 230,000円） 

コロナ禍の足音が聞こえる中、本日もたくさんのご出席あ 

  りがとうございます…大舘君 

ＮＴＴの藤岡です。８月１日から大阪本社勤務となりました 

  最終日の本日が欠席となり申し訳ございません。 

  ３年間皆様のおかげで大変楽しく過ごすことができまし 

  た。また、お会いできる日があることを願っております。 

  本当にありがとうございました…藤岡君 

梅雨もおわりいよいよ８月に入ります。元気に盛夏をのりき 

  りましょう！！…石原君 

本日は決算報告です。よろしくお願いします…本庄君 

ＰＨＦ６回目をほめていただきました…細江君 

５８才の誕生日を祝っていただいてありがとうございます 

  …安居（継）君 

入会記念日を祝っていただいてありがとうございます 

  …澤田君 

入会記念日 あの頃は若かったなあ 

   “さんま一匹６０００円 明石家さんまは まだ高い” 

  …正村君 

はや１０年たちました…岡田君 

皆出席賞をいただいて…角田君 

 

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 ７日(金) 長浜東ＲＣ 「休会」        受付なし             

８月１０日(月) 長   浜ＲＣ 「休会」      

８月１０日(月) 五 ・ 能ＲＣ 「休会」          

８月１１日(火) 長浜北ＲＣ 「休会」        受付なし        

８月１１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（％) 

７月３０日 ５７（１４） ３６（７） ０ ７２．００ 

７月 ９日 ５７（１４） ３７（７） ２  

今回より始まります彦根辺りのお宝 執筆者のご紹介 

各学芸員秘蔵のお宝お楽しみに 

 彦根城博物館 学芸員 

    渡辺 恒一 （古文書）    髙木 文恵 （書画） 

    奥田 晶子 （茶道具、調度） 

    茨木 恵美 （能面・能装束、楽器） 

    古幡 昇子 （武器武具） 

    早川 駿治 （古文書）    蔭山 兼治 （古文書） 

    竹内 光久 （古文書）    北野 智也 （古文書） 


