
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） 

ご挨拶 

                  会長 大舘康伸 

 皆様のご尽力のおかげで２０２０～２０２１年度

の活動を無事に終えることができました。  

どうもありがとうございました。 

 本来なら２０２０年は、日本にロータリークラブ

が設立され１００年、東京オリンピックが行わ

れ、日本列島が盛大なるお祭りムードに沸き立つ年であるは

ずでしたが、全世界で新型コロナウイルス感染が猛威をふる

い、この滋賀・彦根の地においても例外ではありませんでし

た。 

 人類の英知を結集してこのコロナウイルスと戦っている中、 

如何に彦根でロータリー活動を進めていくのかが今年度の

課題でした。前例がないことばかりで何もかもが手探りの状

態でした。 

 「メンバーの健康と安全」を担保しながら、「ロータリー活動

を行う」という一見、矛盾する命題をかかえながらの活動にあ

たり、自分なりにぶれない５つのルールを決めました。 

 

① 安易に活動をやめる判断をしない。やる・やらないの基準 

  を明確にしておけば止める判断はいつでもできる。 

② 無理をしないで出来る範囲でやる。 

③ メンバーの声をできるだけ拾う。 

④ 自分がたてたクラブ方針「クラブの為に 故郷の為に みん 

  なの為に」に対して誠実に行動する。 

⑤ 百術は一誠に如かず （誠意をもって相手に接する） 

 このルールに対して愚直に向き合い会長という職責を演じ

ました。 

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） 

次回例会案内（2021.7.1）  
    「新年度役員挨拶」  

      １２：３０～ 料亭旅館やす井 

                      （ハイブリッド例会） 

 

この棟札は弁財天堂の屋根裏

に取り付けられているもので

「重要文化財附たり指定」にさ

れております。 

 このお札によって建立の時期 

 が判明して重要文化財になり 

 ました。 

 総高は４．３７尺（132.5㎝）、 

 巾は６．５寸（19.5㎝）で檜材 

 です。当時、建立に関わった 

 人達が記されており、藩主自 

 ら責任者となり工事が行われ 

 た記録であります。 

 

          （選・写真 小島充子）        

 彦根ロータリークラブ週報           ２０２０～２０２１ ＶＯＬ.６９ ＮＯ.３８ 

第３３１４回例会 
２０２１．６．２４ 

開会点鐘 17:30～ 
ロータリーソング斉唱「奉仕の理想」 
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 
卓話 
 「期末挨拶」 
   ＳＡＡ   杉本克実 
   幹 事   今村康博 
   会 長   大舘康伸 
バッジ交換 
会長エレクト挨拶 
花束贈呈 
閉会点鐘 
 
反省会  18:00～        

      於． 料亭旅館 やす井 
         オンライン（ＺＯＯＭ） 

★ポールハリス語録 

「ロータリーは、友情を含め、人間としての考え方や希 

 望を、最も素晴らしく同時に最も力強いまでに、きら 

 めかせてきたパイオニアです。｣ 

知ってやはりますか？こんなこと！！ 

  彦根 辺りのお宝 

    重文 弁財天堂 棟札（附たり指定） 

今日の食事 

   

会席料理 



今年度の主な成果物としまして 

『クラブの為に』 

① メンバーの減少に伴い委員会組織の整理統合  

  （１７委員会から１３委員会へ） 

② 例会場の移動 （ビューホテルからやす井へ） 

③ コロナ禍における例会運営 

  ・例会の実施基準の作成 

  ・ZOOMによるオンライン配信の取り組み 

④ メンバー増強のための「候補者リスト」の作成 

『故郷のために』 

①彦根市文化プラザ前「彦根市の環境像」掲示板の塗替 

  えメンテナンス 

②新型コロナウィルスワクチン集団接種会場４会場に使用   

  する導線確保に必要な標識（６７４枚）会場看板など一 

  式を寄贈 

③彦根市少年サッカー事業（第４５回ロータリー杯少年 

  サッカー大会・第９回サッカー教室） 

  コロナ禍の中ではありましたが、感染対策を行い無事 

  に事業をすることができました。  

『みんなの為に』 

①BIBLO事業  

  ・手を洗おう会と協働でセネガル小学校５校に対して 

   ８００冊の図書を寄贈 

  ・セネガル篠塚建次郎小学校と日本・彦根をオンライ 

   ンで結び寄贈式に臨む。（２０２１．５.２０） 

   参列者  

   セネガル側 セネガル駐在 新井大使 

           ヨフ市市長・セネガル共和国政府高官  

           篠塚建次郎小学校校長、生徒の皆さん 

   日本側    篠塚建次郎氏・手を洗おう会メンバー  

           彦根ロータリークラブ会員 他 

『その他』 

 各委員会の委員長のご助力により締ったロータリー活動

をすることができました。 

 広報委員会の皆様には週報、充実した誌面を毎週提供

していだだきました。『彦根辺りのお宝』 よく考え、練られ

た企画でした。毎週楽しみに拝読させていただきました。 

 親睦委員会の活動につきましてはこのコロナ禍中であり

ましたがコロナ対策を十分に配慮した中、通常例会、納涼

例会、年忘れ例会、最終例会、親睦会を行うことができま

した。 

 米山奨学生の方々、ベトナムのツーディーゴックさんが

卒業され、中国の張 暁平さんを受け入れました。共に滋

賀大学経済学部で勉強されています。 

 ロータアクト活動につきましては４６年間続いた活動であ

りますが、会員増強がかなわず残念ですが今年度で休止

するという判断をしました。 

 

 このコロナ禍におきましても歩みを止めることなく、これだ

けの成果物が挙げられたのはメンバー皆様のおかげだと

思っております。どうもありがとうございました。重ねてお礼

申し上げます。 

 今年度はこれで２０２１～２０２２年度青木会長年度にバト

ンをお渡します。 

 皆さん変わらぬご支援の程、よろしくお願いいたします。 

 

ご挨拶 

                 幹事 今村康博 

 今年度に入っても新型コロナウィルスは第

２波、第３波、第４波と人類をあざ笑うかの如

く型を変え我々の前に立ちはだかりました。

そんな状況下において、奉仕の灯を消さな

いようにとの大舘会長の方針のもと例会運営や様々な奉

仕事業・親睦活動を展開しました。何事に対しても休む・

中止する判断よりどうしたら行えるかを真剣に考え、

ZOOMによるオンライン例会、抗原検査を実施し万全な感

染対策のもとライヴで行ったセネガルの学校への図書寄

贈式中継、彦根市のワクチン集団接種会場へ案内板寄

贈、様々なイベントが中止になる最中に継続できた少年

サッカー大会、さすがに親睦旅行へは行けませんでした

が、やす井での研修会などなど、彦根ＲＣの存在意義を

確認できた一年ではなかったかなと自負しております。こ

んな世情ゆえ、悲しいことではありますが多くのメンバーの

方が諸事情により去られました。しかし、残りのメンバーで

未来に向け語り合いロータリーの絆を深められた一年でも

あったと思います。反省としては、本来ならばすべて私が

調整せねばならない幹事の仕事までアクティブに行動さ

れる会長に任せきりになってしまったことです。皆様、今年

一年本当にお世話になり、ありがとうございました。 

 

ご挨拶 

                 ＳＡＡ 杉本克実 

 今回、コロナ禍の中例会場でのマスク、検

温、手指の消毒また、三密を回避するための

換気、テーブルにはアクリル板を配置し、例

会時間も短縮し、食事も弁当にして感染対

策に対処しながら会員の安心・安全を担保しつつ、例会

場の運営・監督の運びとなりました。無事に終了でき、改

めて皆様のご協力に感謝しております。後半にはZOOM

によるオンライン例会を開催、例会の継続に大舘会長の

大いなる熱意を強く感じた次第です。ワクチン接種が進み

一日も早く和気あいあいとしたコミュニケーションの場とし

ての本来の例会の場を強く熱望する次第です。 

 

ゴルフ同好会コンペ報告 

               ゴルフ同好会幹事 小田柿喜暢 

 ６月１２日（土）に本年度最終回第５回目のゴルフ同好会

のコンペを１１名の参加者で彦根ＣＣにて開催しました。ス

タート時は曇りで少し雨がパラつきましたが後半は薄曇

り、梅雨の合間とは言え太陽が顔を出すと暑さで汗がにじ

むほどでした。結果は、優勝者今村君、ベスグロ賞は田部

君でした。また、年間の総合優勝は秋野君、総合グロス優

勝は石原君、総合NET優勝は秋野君でした。最後に一年

間、会長 本登、幹事 小田柿に運営を任せて頂きありがと

うございました。      OUT IN GROSS HDCP NET 

優 勝  今村 康博 君  ４５  ４４  ８９   ２３   ６５ 

準優勝 田部 泰男 君  ４１  ４２  ８３   １１   ７２ 

３ 位  小田柿喜暢    ５１  ５１ １０２   ３０   ７２ 

☆年間総合優勝：秋野正誠君 （１回目２位、２回目６位、 

              ３回目２位、４回目６位、５回目４位） 

☆総合グロス優勝：石原成郎君 平均GROSS ８５．８ 

☆総合ＮＥＴ優勝：秋野正誠君 平均NET ７３．６ 



＜２０２０～２０２１年度を振り返る＞ 
７月２日  例会（やす井）・挨拶まわり 

 
 
 
 
 
 
 

８月２７日 納涼例会(やす井) 
 
 
 
 
 
 
 

９月１７日 セネガル支援チャリティーバザー 
   １８日 日本のロータリー１００周年の切手発行 

 
 
 
 
 
 
 

１０月 １日 土橋潤也君、秋野浩一君入会 
   ８～１５日 情報集会 
   ２５日 第９回サッカー教室（荒神山グランド） 
   ３１日 第４５回ロータリー杯少年サッカー大会（〃） 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１１月１２日 公式訪問事前クラブ協議会（やす井） 

 

 

 

 

 

 

 

１２月１０日 松原六郎ガバナー公式訪問（やす井） 

 

 

 

１２月１７日 年忘れ例会（やす井） 
 
 
 
 
 
 
 

 
（１月２１日～３月４日 ６回例会  
      新型コロナウイルス感染拡大防止のため休会） 
 
１月２３日 第１組ＩＭ中止 
３月４日  小菅一彦様・藤田益平様 名誉会員に 
  １６日  新型コロナウイルスワクチン接種標識等 
                     寄贈式（彦根市役所） 
  １８日  小山祐輔君入会 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

４月 ４日 地区大会（京都ホテル）会長・幹事のみ出席 

   １５日 新米山奨学生 張 暁平さん（例会） 
（４月２２日 コロナウイルス感染拡大防止のため休会）  
 
５月１３日 川口昌弘君入会・初めてのオンライン例会 
   ２０日 一隅を照らすプロジェクト 
             セネガルへ図書寄贈式（やす井） 
６月 ５日 会員研修会（やす井） 

 
 



他クラブプログラム予定 

前回例会報告 

 会長の時間では、今年度、『故郷の為に』ということで実

施した事業として ①文化プラザ前に５０周年記念事業と

して設置された彦根市の環境像『環境保全の４つのテス

ト』 掲示板のメンテナンスを行いました。この掲示板に掲

げられている文言は２００１～２０１１年の間、例会にて唱和

されていました。 ②ワクチン集団接種会場にて使用す

る、標識・掲示板・会場案内の為の看板一式を寄贈しまし

た。５月２４日よりワクチンの集団接種がはじまり彦根市内

４会場にて利用されています。『スムーズなワクチン接種に

大変役立っている』と行政の担当者からお礼の言葉を頂

きましたと話されました。   

 本日の卓話の時間は役員・理事の期末挨拶でした。 

 石原副会長より「最終例会出席出来なくて、

今回最後。この一年大舘会長のもとコロナ禍で

充実した事業ができたと思う。でも副会長の出

る機会なかったが、ニコニコはしっかりとしたつ

もり。次年度も盛り上げていきたい」 

 秋野会員組織理事より「３委員会が入会候補

者リスト(３０名)を作成し次年度に申し送りした。

コロナの為、各集会・勉強会などの計画も全て

途中で断念。燃え切らない中途半端で大変申

し訳ないが、次年度こそはワクチンを服用し、

皆様と良いロータリーライフを送りたい」 

 小島公共イメージ理事より「今年はメデイア

に関心ある事業で、多くの記事に取り上げら

れました。週報も、楽しく読んで頂こうと色々工

夫。また、コロナ渦の中、例会に出席できない

メンバーもあり大変でしたが、皆様の一致団結

のお陰で、無事終えられたことに感謝します」 

 松田クラブ管理運営理事より「コロナ禍の

中、休会もあり、例会参加者も限られ、親睦活

動も縮減した運営であったが、都度実施可能

な範囲で、できる限りの取り組みができたと考

えている。皆様のおかげで、ロータリーらしい、

楽しく、有意義な時間が創れました」 

 岡田財団・奨学金理事より「コロナ禍の中、

厳しい経済・経営事情にも関わらず、多くの寄

付・基金が集まりました。ロータリーの歴史、底

力の賜物であると考えている。会員の減少もあ

り、今後、ロータリーも変化・変革が必要な時

期だと 考えています」 

 田井中（徹）奉仕プロジェクト理事より「セネ

ガルへの書籍寄贈プロジェクトにおいては、コ

ロナ禍で二転三転したが、寄贈式には篠塚氏

始め多くの方にご出席いただき、国際的な一大イベントと

なった。報道においても、大きく取り上げられた。コロナ禍

の中、できたこと、できなかったこと様々あったが、今後に

繋ぐことができたものと考えています」 

ニコニコ箱 

（本日計 25,000円・累計 1,975,300円） 

今年度の例会も残すところ後２回よろしくお願いします 

  …大舘君 

各理事の方一年間ご苦労様でした。感謝…青木君 

最終例会参加できません。今年度は色々ありがとうござい 

  ました。来年度もよろしくお願いいたします…石原君  

一年間公共イメージ、特に週報ではお世話になりました。 

  無事一年終わらせて頂きます。ありがとうございます 

  …小島君   

もくもくと 湧く雲水面に 小鮎釣り…正村君 

リアルで出席しました…細江君 

高２の孫が県の春季高校総体 陸上の八種競技で１位に 

  なり、今日まで開催の近畿大会に出場しています 

  …西村君   

編集後記 

老体を仲間に入れて頂き有難うございました。委員長の 

  小島さんのお陰で何とか役目を果たせたかな？老化 

  防止になったのは確かです！楽しい１年でした 

  …大森君 

当初は人数が減り３人でしたが、１０月より土橋君、秋野君 

  の加入により５人体制になりました。休会やZOOMもあ 

  りましたが、無事に終わり良かったと思います。皆様ご 

  協力ありがとうございました…菅谷君 

１０月に入会し、以来広報委員にて、卓話等の原稿起こし 

  をさせて頂きました。お陰様で、ロータリーのイロハを 

  学ぶことが出来ました。特に松原ガバナーの原稿起こ 

  しは強烈でした（汗）…土橋君 

１０月に入会させて頂き、あっという間の８か月でした。コロ 

  ナの影響で休会やZOOMを交えながらの開催ではあり 

  ましたが、皆様の色んなお話を聞かせて頂き勉強させ  

  て貰いました…秋野（浩）君 

皆様、この週報楽しんで頂きましたでしょうか？ 

  少ない人数で出発した委員会でしたが、１０月より救世 

  主が２人加わり５人に。メンバーの協力により精一杯作 

  成しました。明るく・美しく・楽しい週報になったのでは 

  ・・・と自負しております。皆様のお陰で無事一年間終 

  了いたしました。楽しい一年でした。ありがとうございま 

  した…小島 

 

 

 

 

 
ZOOMにて 

 最後の委員会 

 

会報・広報雑誌委員会  ／  小島充子  大森修太郎  菅谷 渉  土橋潤也  秋野浩一 

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 

６月２５日(金) 長浜東ＲＣ 「休会 」                

６月２８日(月) 長   浜ＲＣ 「年度末最終例会」      

６月２８日(月) 五 ・ 能ＲＣ 「三役離任式」     

６月２９日(火) 長浜北ＲＣ 「移動例会」         

６月２９日(火) 彦根南ＲＣ 「休会」 

出席報告 

 会員数 当日出席 ﾒｰｷｬｯﾌﾟ 出席率（％) 

６月１７日 ５４（１２） ３０（３） ０ ６６．６７ 

６月 ３日 ５４（１２） ２６（２） ０  


