
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    井上清宏君（９月２５日） 

           田井中 徹君（９月３０日）    

          

ご夫人誕生日  浅山君ご夫人あきさん（９月１１日） 

           井上君ご夫人裕美さん（９月２０日）     

               

結婚記念日    杉本君ご夫妻（９月３０日） 

 

入会記念日    安居継彦君（平成６年９月２９日） 

 

皆出席       藤田君…４２年 

           安居（継）君…２６年            

 

幹事報告 

１．前年度ガバナー賞を受賞し、盾が贈ら 

  れてきました。。 

２．前年度地区大会等の中止に伴い分担 

  金がクラブに返金されました。 

   地区大会10,000円の内5,600円 

   青少年交換特別資金1,000円の内400円 

   セミナー登録料12,000円 

                合計387,000円 

３．９月１８日日本のロータリー１００周年の切手が発行されま 

  す。（８４円郵便切手－１シート８４０円） 

  ロータリーが支援する６つの重点分野のアイコン（シンボ 

  ルマーク）をパターン化し、ロータリーのロゴマークと組み 

  合わせてデザインしています。 

  切手のデザインは玉木 明氏（切手デザイナー）。 

 

              

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 

 （2020.9.24）休会 

 （2020.10.1）「 たばこについて 」 

           担当 ： 後藤元一君 

     

 

幕の内弁当 

 
 

 
 「蓑火」という妖怪がいる。大藪 
 村(現・彦根市大藪町)辺りの湖 
 岸に出没した妖怪である。 
 『百鬼解読』に「近江の琵琶湖 
 には不思議な火があると古老は 
 言う。旧暦５月頃の幾日も降り続 
 く梅雨の、ま近な景色もよく見え 
 ないほどの天気の暗夜になると 
 湖水を往来する船夫の蓑に、ま 
 るで蛍火のようなものが点々と 
 光を放つ」と明治時代の妖怪研 
 究者・井上円了の一文が引用さ

れている。芭蕉十哲のひとり彦根藩士・森川許六の俳文集には「大藪の
雨夜には星鬼の火を蓑にうつす」とある。 
「星鬼の火」「星鬼」は淡海独特の呼び名である。 
 
     『近江・湖東ゴーストハンティング』(発行：びわこ湖東路観光協議会)より 

                                     イラスト 連藤久美子 
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第３２８９回例会 
２０２０．９．１７ 

開会点鐘 

ロータリーソング斉唱 

「それでこそロータリー」 

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 

 「世界に目を向けた奉仕活動」 

   担当：社会奉仕委員会 

      国際奉仕委員会 

閉会点鐘 

 

         於．料亭旅館 やす井 

★ポールハリス語録 
  「政治屋はもうたくさんです。 

        今必要なのは、政治家です。」  

知ってやはりますか？こんなこと！！ 

彦根 辺りのお宝 

妖怪シリーズ 

簑火・星鬼 大薮町湖岸 



出席報告 

他クラブプログラム予定 

情報集会 

 （テーマ） 「 コロナ禍のロータリー 」について 

     奉仕事業、例会運営、会員増強、同好会活動等 

     各々意見や思いを出し合って下さい。 

 ◇第２班  １０月１５日（木） １８：００～ 於．双葉荘 

                  送迎バス １７：４０ 会議所前 

 ◇第３班  １０月１５日（木） １８：００～ 於．龍鱗 

 ◇第４班  １０月１５日（木） １８：００～ 於．伊勢幾 

 ◇第６班  １０月１５日（木） １８：００～  

                      於．レストラン千成亭 

 ◇第７班  １０月 ８日（木） １８：００～ 於．伊勢幾 

 ◇第８班  １０月１５日（木） １８：００～ 於．龍鱗 

 ◇第９班  １０月１５日（木） １８：００～ 於．双葉荘 

                  送迎バス １７：４０ 会議所前 

 ◇第１０班 １０月 ８日（木） １８：００～ 於．伊勢幾 

 

今後の行事 

  １２月１０日（木） 松原六郎ガバナー公式訪問 

   １月２３日（土） 第１組ＩＭ  ホスト：大津中央ＲＣ 

   ４月 ４日（日） 地区大会 於．フェッニックスプラザ 

                       福井市体育館   

   ６月１２日（金）～１６日（火） 国際大会 台湾・台北 

前回例会報告 

 会長より本日は地区青少年奉仕委員長の石原様がお

出でになっています。後ほど青少年奉仕活動についてお

話を伺いますと挨拶されました。 

 卓話は地区青少年奉仕委員会の石原久歳委員長が 

『青少年奉仕は一日にして成らず』と題してお話をされま

した。 

 ロータリーは利他で始まり利己にかえる。

青少年奉仕とはローターアクト、インターアク

ト、青少年交換、青少年育成の統括している

委員会です。以前は別々に活動していたが

現在統括して活動している。現在、青少年

奉仕活動を取り巻くさまざまな課題が山積している。いろ

いろな青少年奉仕活動する時には、必ず傷害保険の加

入を義務化する。青少年事業の難しさ、特に海外派遣に

は十分に注意する。問題発生時の敏速対応の重要性。

彦根ロータリーの取り組みでベトナムでのカロムの指導は

国際奉仕活動で素晴らしい。このプログラムは国際奉仕、

青少年奉仕、社会奉仕にも共通する行事で素晴らしいこ

とですと話され、その他、米山奨学金の事等お話いただき

ました。 

 

お客さま 

石原久歳氏（地区青少年奉仕委員長・湖南ＲＣ） 

 

ニコニコ箱 

（本日計 39,000円・累計 473,000円） 

地区青少年奉仕委員長 石原久歳様お迎えして。本日は 

  卓話よろしくお願いします…大舘君   

地区青少年奉仕委員長 石原君をお迎えして…石原君 

石原委員長ようこそ彦根ＲＣへお越しいただきました 

  …上西君 

石原委員長いつもお世話になっています。今日はよろしく 

  お願いします…嶋津君 

地区青少年奉仕委員長 石原さん本日はよろしくお願い 

  します…本庄君 

石原地区青少年奉仕委員長をお迎えして…安居（継）君 

細江正人さん第百代議長就任誠におめでとうございます 

  今後益々のご活躍を祈念します…岡君   

チョット良いことがありました…細江君 

赤とんぼ フェアウェイの 我にスイスイ… 正村君 

８０才の誕生日を祝っていただいて…中川君 

妻の誕生日を祝っていただいて…菅谷君 

結婚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 

入会記念日を祝っていただいて…藤田君 

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 

９月１８日(金) 長浜東ＲＣ 「コロナ禍における滋賀県の 

      経済対策について」             

９月２１日(月) 長   浜ＲＣ 「休会」      

９月２１日(月) 五 ・ 能ＲＣ 「休会」    

９月２２日(火) 長浜北ＲＣ 「休会」         

９月２２日(火) 彦根南ＲＣ 「休会」 

 会員数 当日出席 ﾒｰｷｬｯﾌﾟ 出席率（％) 

９月１０日 ５６（１４） ３６（８） ２ ７６．００ 

８月２７日 ５６（１４） ４０（９） ０  

今 思うこと ・ ・ ・ 
 

池江璃花子さんの復活を願って 
                         安居継彦 

 私はスポーツ観戦が好きで、女子ゴルフ、カーリ

ング、相撲、サッカー、野球などに関心がありま

す。もちろん、オリンピックも楽しみにしていました。

東京オリンピックが１年延期になり、来年開催でき

るかどうかとても気になります。 

 昨年の２月に「競泳の池江璃花子選手が白血病

で入院した。」とインターネットニュースで知りまし

た。池江選手は、日本記録を１６個保持し、２０１８

年のアジア大会で６個の金メダルに輝き、東京オリ

ンピックで最もメダルが期待されていた選手でし

た。１８歳でオリンピック出場をあきらめざるをえな

い池江選手のことがとても気になり、テレビやイン

ターネットでその後の池江さんを応援していまし

た。退院され、トレーニングも再開され、日本学生

選手権の出場記録をクリアするなど順調に回復さ

れているようです。現在２０歳の池江さんの目標

は、２０２４年のパリオリンピック出場です。目標がど

うなろうとこれからも池江さんの活躍を見守ってい

きたいと思います。 


