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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

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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彦根城表御殿跡地
表御殿（おもてごてん）
は、江戸時代、藩主の
政務の場であり、生活
の場でもありました。明
治以降は彦根県や長
浜県の官庁、陸軍の兵
舎として使用されました
が、一般に開放された
場所ではありませんで
した。しかし建物が解体
されて空地になると、彦根中学校のテニスコートが設けられ、大
正１３年（１９２４）には皇太子御成婚大礼記念（こうたいしごせい
こんたいれいきねん）として公衆グラウンドとなりました。藩庁や
県庁であった空間が、市民に楽しみを与える場所として一般に
開放されたのです。現在は解体された表御殿を復元し、井伊家
伝来の資料を中心に展示する彦根城博物館となっています。
【学芸員（古文書） 蔭山兼治】

★ポールハリス語録
「友情は、ロータリーを築く岩のように堅固な土台であり
寛容の精神は、ロータリーを結びつけるものです。
もしこの寛容の精神がなければ、各ロータリー・クラブの
あふれんばかりの原子力エネルギーで、ロータリー・クラブ
はこなごなになってしまうでしょう。」

ロータリーソング斉唱「奉仕の理想」
松原六郎ガバナー、ようこそ彦根ロータリークラブへ
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国際ロータリー第２６５０地区ガバナー
松原 六郎 氏
（福井フェニックスＲＣ所属）
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国際ロータリー第２６５０地区
ガバナー

松原 六郎 氏

閉会点鐘
於．料亭旅館 やす井

今日の食事
幕の内弁当

次回例会案内（2020.12.17）
年忘れ例会
１８：００～

於．料亭旅館 やす井

松原六郎ガバナーをお迎えして
会長 大舘康伸
このたびはお忙しい中、彦根ロータリークラブに足を運ん
で頂きありがとうございます。
私と松原ガバナーの初めての出会いは２０１９年に参加さ
せていただきましたＲＬＩにて、ガバナーがディスカッション
リーダーを務められていた時です。その時のディスカッション
テーマは「ロータリーの伝統」についてだったと記憶していま
す。自らが司会進行をされ、革新的な意見が色々と飛び出
る中「こんなのどうやって収拾していくのかな」と思いながら
聞いていたのですが、さすが落としどころを見つけ意見集約
をされまとめられていました。ロータリーにおけるリーダーシッ
プとはこういうものだということを勉強させていただきました。
このコロナ禍の中、色々と制約がありますが、例年とできる
だけ変わらないクラブ運営を心掛けています。
何か気が付かれた点、改善点などございましたらご助言の
程よろしくお願いいたします。

四つのテスト １．真実かどうか ２．みんなに公平か

理事会報告（2020.12.3）
１．退会会員の件
柳 大輔君
退職のため１１月３０日付で退会
御代麻理子君 一身上の理由により１１月３０日付で
退会
２．下半期例会場の件
２０２１年３月末までやす井にて例会を行う
３．年忘れ例会の件
１２月１７日（木）１８：００～ 例会・音楽鑑賞
会場にて会食は行わずお弁当を持ち帰るに変更
４．「地域包括支援センターの取り組みを学ぶ」の件
２０２１年１月１４日例会に実施
５．ロータリーの基本を学ぶの件
２０２１年１月２８日（木）例会後、入会３年未満の会員
を対象に行う
６．情報集会の意見の取り扱いの件
２０２１年１月１４日例会にて報告
７．事務局年末年始休務
２０２０年１２月２９日（火）～２０２１年１月４日（月）
前回例会報告
会長の時間では、来週ガバナー公式訪問です。遅刻の
無いように、失礼のないようにお願いします。また、コロナ
が徐々に増えつつあります。彦根地区で「２名以上３日連
続」の基準はまだ表れておりませんがそんなことのないよう
に祈っています。例会場もアクリル板を用意し、換気には
十分配慮しています。会員各位の自覚をお願いしますと
話されました。
次に米山奨学生ツーティーゴックさ
んのスピーチがあり、日本のことわざと
ベトナムのことわざ。日本のことわざに
「虎穴に入らずんば虎子を得ず」「井
の 中 の 蛙 大 海 を 知 ら ず」が あ り ま す
が、ベトナムにもよく似たことわざがあり
ます。私が日本留学を決めたのもその
ことわざに刺激されたと思います。また「雨降って地固ま
る」とよく似たのがベトナムでは「雨が降った後には太陽が
出る」、「十人十色」はヴェトナムでは「九人集まれば十一
の意見が出る」。日本の「石の上にも三年」によく似たのが
「鉄を削れば針ができる」、（あきらめないこと）。「花より団
子」は「見かけより中身」に似ていると思います。ことわざか
ら日本人の考え方がよくわかりますし、ベトナム人ともよく
似ていると思いますと話されました。
次に定款に従って年次総会が開か
れ、役員・理事選出について指名委
員会から説明があり、今回の告知に関
して細 則に 抵 触す ると ころ があ った
が、出席者の過半数の賛成により問題
なしとして投票が行われ、賛成多数で
原案通り選出されました。

出席報告
会員数
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会報・広報雑誌委員会
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小島充子

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

その後、次年度理事会が行われ、次年度会長の青木竺
峰君から理事の担当、ＳＡＡの発表がありました。
次年度の役員・理事は以下の通りです。
＜２０２１～２０２２年度役員・理事＞
会 長
青木 竺峰
会長ノミニー
細江 正人
副会長
渡邊 僖子
幹 事
上田 勝之
会 計
小田柿喜暢
理事(会員組織)
田井中 徹
理事(公共イメージ）
澤田 和重
理事(クラブ管理運営） 安居 継彦
理事(奉仕プロジェクト） 本登 忠雄
理事(財団・奨学金)
嶋津 慶子
ＳＡＡ
秋野 正誠

お客さま
ツーティーゴックさん（米山奨学生）
ニコニコ箱
（本日計 40,000円・累計 895,000円）
本日の総会よろしくお願いします…大舘君
年次総会みなさんよろしくお願いいたします。理事会欠席
します。すみません…石原君
本日の年次総会おめでとうございます…本庄君
コロナウイルスの市中感染が急速に拡大しつつあります。
彦根市内もすでに４４人の感染者が発症してます。改
めて各自会食飲食の際には注意していただきたいと
思います…杉本君
同好会ゴルフコンペ久しぶり優勝できました…清水君
初氷 届く師走は 蜜さけて…正村君
ようやくギブスがとれました…藤田君
ＰＨＦをいただきまして… 角田君
６７才になれそうです。ありがたい事です。６６才さようなら
…石原君
誕生日を祝っていただいて…藤田君
誕生日を祝していただき御礼申し上げます。本日総会よ
ろしくお願いします…青木君
結婚記念日を祝っていただきありがとうございます
…井上君
毎年入会記念日に近づくと気持をあらたにできます。あり
がとうございます…上田君
入会記念日を祝っていただいて…西村君

他クラブプログラム予定
１２月１１日(金)

長浜東ＲＣ 「イニシエーションスピーチ」

１２月１４日(月)

長 浜ＲＣ 「年次総会」

１２月１４日(月)

五 ・ 能ＲＣ 「年次総会」

１２月１５日(火)

長浜北ＲＣ 「イニシエーションスピーチ」

１２月１５日(火)

彦根南ＲＣ 「新会員スピーチ」

大森修太郎

菅谷 渉

土橋潤也

秋野浩一

