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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

金亀会館【江戸時代】・・彦根市中央町
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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彦根市中央公園の近くに金亀会館とい
う建物があります。本堂は大正12年に旧
彦根城内にあった藩校弘道館の講堂を
移築したものです。
弘道館は、江戸時代藩主直中の頃に稽
古館として開講し 儒学を中心に和学、国学、後には洋学も教授
され藩士の教育が行なわれたようです。明治4年廃藩置県後は永
く西本願寺の教堂として利用され若手僧教育機関として平安高
校の前身とも言われています。平成19年彦根市の指定文化財と
なってからは市教育委員会が
管理するが殆ど手入れされるこ
ともなく荒れるに任せる状態で
す。彦根城が世界遺産に指定
されるために放っておけない文
化遺産ですが残念なことです。
（選：大森修太郎
写真：彦根市文化財課）

★ポールハリス語録
「国の進歩を測る物差しは、個人の成長を測る物差しと
同じように、他の人の経験から学ぼうとする心がけに
あります。｣

ご挨拶
会員組織理事 秋野正誠
会員増強、会員選考、職業分類、ロータリー情報の３委員
会全員でコロナ禍の中、５８名の会員を一人でも多くとの思
いでスタートし、メンバーに入会候補者情報を提出頂き、情
報を精査し、「入会候補者リスト（３０名）」を作成し、全員で会
員増強を本格にスタートする矢先、緊急事態が発せられ、例
会も開けない状態が続き、入会の面談も出来ない状態が続
き、期末になってしまいました。
次 年度 へ「入会 候補 者リ スト（３０名）を申 し送 り、これ を
ベースに増強活動を勧めて頂きたい。

ご挨拶
公共イメージ理事 小島充子
彦根ロータリーの活動内容をメディアに情報提供し、多くの
方にロータリーを知って頂くことを基本に活動してきました。
本年度の事業に関しては多くのメディアの方々に取り上げ
て頂き、特に「セネガル支援バザーの記事」はロータリーの
友１月号に掲載されました。５月に開催されたズームでの図
書寄贈式の様子も投稿中です。
クラブ内では、公式ライン以外に自由に投稿できる”彦根
ロータリーの広場”を開設し、投稿し、メンバーの交流を計り
ました。
コロナ渦の中、立ち上がった本年度。毎週発行される週
報！ 明るく・美しく・楽しいものにしようと努めさせて頂きまし
た。皆様のお力添で、素晴らしい週報が発行できましたこと
に感謝いたします。

四つのテスト １．真実かどうか ２．みんなに公平か

ご挨拶
クラブ管理運営理事 松田充弘
コロナ禍ということで、例会休止期間もあり、出欠管理や
プログラムの実施なども状況に合わせての運営となり、計
画に基づいた円滑な運営という面では困難な場面も多
かったかと思います。また、親睦活動についても、コロナ
の感染回避という観点からは相容れない部分も多く、こち
らについても困難な委員会運営を強いられました。しかし
ながら、その時点で実施可能な範囲で、最大限の運営と
いうことに注力し、理事会メンバー、委員会メンバー、そし
てクラブ会員皆さんの多大なるご協力の元に何とか一年
間を乗り切ることが出来ました。私にとっては貴重な経験
が出来た一年であり、そのような機会を頂いた大舘会長を
始めとするクラブ会員の皆さん、また色々とご尽力頂いた
事務局藤井さんには心より感謝申し上げたいと思います。
ご挨拶
奉仕プロジェクト理事 田井中 徹
①「一隅を照らす」書籍寄贈プロジェクト ５月２０日（木）に
オンラインにてセネガルと繋ぎ「寄贈式」を実施
②ロータリー希望の風奨学金への協力 ２７万円
③第１回東南アジアチャリティーバザー（９月１７日）、
第２回アフリカテャリティーバザー（５月２０日）の開催
第１回１６６，１００円、第２回￥６０，２００円
④ベトナム・国際平和村へさをり織の糸寄贈 ５万円
⑤ローターアクトの活動、今年度６月３０日にて活動休止
⑥青少年委員会は例年通り、サッカー教室（１０月２５日)
サッカー大会（１０月３１日）を開催。ＲＹＬＡは中止。
⑦職業奉仕委員会では「地域包括支援センターの取り組
みについて」彦根市地域包括支援センターから講師を
招き講演をして頂く。
⑧創立５０周年事業の一環で、文化プラザに立てた「環境
保全４つのテスト」の修繕（ペンキの塗直し工事）を実施
その他、芹川堤の清掃活動、社明運動は中止。
ご挨拶
財団・奨学金理事 岡田眞智子
年次寄付、恒久基金寄付、米山寄付も順調に厳しい経
済事情にかかわらず、寄付して頂いて下さり深く感謝いた
します。さすがロータリークラブの底力があります。年次基
金寄付に毎月２０００円のご協力を頂いております。約４年
半毎に１０００ドルになり無理なくＰＨＦ、ＭＰＨＦに認証さ
れます。先輩が築いて下さったシステムに感謝します。私
もあまり活動に参加できず心苦しいです。また、会員の減
少傾向が気になります。色々得策を試行しなければと考
えます。コロナにめげずクラブの皆様と楽しい会話が出来
る日までストレスを溜めず祈念いたしております。
前回例会報告
本日は中川ガバナー補佐がお見えになりま
した。中川ガバナー補佐より、ガバナーとの
話で、”ロータリーの原点に返ってきた”１００
年前に東京ロータリーはスペイン風邪が流行
した大変な時に誕生している。
出席報告
会員数

当日出席

ﾒｰｷｬｯﾌﾟ 出席率（％)

６月１０日
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５月２７日

５４（１２）

３０（３）
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会報・広報雑誌委員会

５５．５５

／

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

誕生後は関東大震災。今回もコロナで苦しんでいる。
日々の有難さを感じ、1日1日が大事に感じられるような
ロータリー活動をしてほしい。ロータリーの原点に戻り本質
を見直すいい機会。一年お世話になり、来年もお世話に
なりますと話されました。
会長の時間では、今年度は「クラブの為に」 「故郷の為
に」「みんなの為に」をクラブテーマに掲げ活動をしまし
た。今回は「クラブの為に」ということで総括します。
①委員会組織の改廃、統合を行う。細則を変更し、委員
会数を１７から１３に統合。アクトメンバーの増強が見込め
ないローターアクト活動を今年度で休止。
②例会場の移設。コロナ禍の中、ビューホテル休業の連
絡を受け例会場をやす井へ。
③コロナ禍における例会の開催基準を独自に作成し例会
を行う。オンライン例会の開催。
④会員増強の試み。会員増強委員会に予算組みをして
組織的に増強を行う事を企画。会員の協力により「候補者
リスト」の作成。３０名程の方々をリストアップ。しかし、コロ
ナ感染拡大が収まる気配が見られない為、具体的なアプ
ローチへという所まではいかなかったと話されました。
本日の卓話は、西村 昭君から「私の地
域活動」と題して話されました。振り返って
みると、地域活動で一番大きなウエイトを占
めたのはＰＴＡを通じた活動で、昭和６０年
に城北小のＰＴＡ会長をさせて貰った事を
始め長く関わってきた。当時で全校生徒は
約４００名、副会長時代から会合の開始時間励行を根付
かせる取組をしてきて定着した事を喜んでいる。また、自
身で副会長、会長を務めた体育振興会とＰＴＡ会で、地域
の一体感を出す為に城北夏祭りを企画、何もないところか
らスタッフの皆で形を作り出していく楽しさと苦しさを経験
したことは今となっては良き思い出に。また、そうした取組
の中で盲目の電子オルガニストの大島彰さんを招いての
度々のコンサートは大きな共感を得て東中でのコンサート
はとても印象に残るものとなった。年齢は重ねたが、現在
も交通安全協会の支部長をしており、まだまだ地域に貢
献していくつもりであると話されました。
お客さま
中川豊太良氏（ガバナー補佐・長浜北ＲＣ）
ニコニコ箱
（本日計 19,000円・累計 1,950,300円）
今日はお世話になります…中川ガバナー補佐
中川ガバナー補佐、今年度一年間色々とサポートしてい
ただきありがとうございました…大舘君
ガバナー補佐 中川様、ご苦労様です…青木君
卓話の機会をいただいて…西村君
冷や麦に しばしの疲れ 汗と去る…正村君

他クラブプログラム予定
６月１８日(金)

長浜東ＲＣ 「年度末最終例会」

６月２１日(月)

長 浜ＲＣ 「イニシエーションスピーチ」

６月２１日(月)

五 ・ 能ＲＣ 「リアル例会」

６月２２日(火)

長浜北ＲＣ 「移動例会」

６月２２日(火)

彦根南ＲＣ 「最終例会」

大森修太郎

菅谷 渉

土橋潤也

秋野浩一

