
地区スローガン 

活力と輝き －ロータリーの基本を大切に－ 
             （第2650地区ガバナー  馬場益弘） 

お祝い                  

ご夫人誕生日  片岡君ご夫人京子さん（７月５日） 

           神野君ご夫人真紀さん（７月６日） 

 

結婚記念日    菅谷君ご夫妻（７月５日）               

 

入会記念日    大舘康伸君（２００８年７月３日） 

           佐々木治郎君（２０１９年７月４日） 

            

 

７月のスケジュール                  

７／１  挨拶まわり（１４：３０～）    

      前年度役員・理事慰労会（１８：００～龍鱗）  

   ２  定例理事会（１３：３０～彦根商工会議所） 

   ３  歴代会長・幹事合同懇親会（１８：３０～双葉荘） 

   ４  グルメ同好会（１７：００～伊勢幾） 

  １０  米山奨学生・カウンセラー集会（滋賀ブロック） 

               （１１：００～クサツエストピアホテル） 

  １２  浦部謡曲教室（１８：００～千代神社） 

  １５  ワインクラブ（１８：００～ホテルサンルート彦根） 

  １７  第１回クラブ職業奉仕担当者研修会 

      （１４：００～京都府立京都学・歴彩館小ホール 

                         またはオンライン） 

  ２６  浦部謡曲教室（１８：００～千代神社） 

 

 

ロータリーの友７月号 必見どころ                

表紙  「シェカール・メータＲＩ会長ご夫妻」 

 

横書き Ｐ６  ＲＩ会長メッセージ 

     Ｐ８   ＲＩ会長紹介 

     Ｐ２０  ガバナーの横顔 

     Ｐ３３   〃    馬場益弘ガバナー 

国際ロータリー・テーマ 

奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために       

           （国際ロータリー会長 シェカール・メータ） 

認 証 1952年10月27日 
例 会 毎週木曜日 12時30分～13時30分 
例会場 彦根ビューホテル TEL 0749-26-1111 
事務局 〒522-0063 彦根市中央町3-8 彦根商工会議所３階 
    TEL 0749-23-2101 FAX 0749-26-9272 
    E-mail：hikonerc@topaz.ocn.ne.jp http://www.hikone-rc.org/ 
 
2021～2022年度 会 長  青木竺峰  会長エレクト 細江正人   
          副会長  渡邊僖子  幹 事    上田勝之 
          会 計  小田柿喜暢 ＳＡＡ    秋野正誠      

彦根ＲＣ会長テーマ 

明るく 楽しい ロータリーライフを               

            （彦根ロータリークラブ会長 青木竺峰） 

今日の食事 

次回例会案内（2021.7.8） 

 

新年度理事挨拶 

     

 

幕の内弁当 

 彦根城は慶長9年（1604）に工事が始まり、約20年かけて完成した 

 近世城郭です。かつての彦根城は、三重の堀・人工河川（現・芹川）  

 や城下町を含む大城郭でした。その中で、中堀より内側の範囲は 

 石垣で構成された城郭平面構造が極めて良好な形で残っているこ 

 とから、昭和26年に国の「史跡」、同31年には「特別史跡」に指定さ 

 れ て お り 、 国 民 共 有 の 財 産 と し て 大 切 に 守 ら れ て い ま す 。 

 彦根城は、城全体の保存状態が最も良く、江戸時代の 政治体制を 

 あらわす「代表例」といわれています。 

 また、日本の世界遺産暫定一覧表にも記載され、世界遺産登録を 

 目指しています。              （国宝彦根城公式ＨＰより） 

彦根ロータリークラブ週報   ２０２１～２０２２ ＶＯＬ.７０ ＮＯ.１  

第３３１５回例会 
２０２１．７．１ 

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 
 ｢新年度役員挨拶」 
   会 長     青木 竺峰 
   副会長     渡邊 僖子 
   会長エレクト  細江 正人 
   幹 事     上田 勝之 
   会 計     小田柿喜暢 
   ＳＡＡ     秋野 正誠 
閉会点鐘 
        於．料亭旅館 やす井 
           オンライン(ZOOM)    

彦根城を世界遺産に 



『明るく 楽しい ロータリーライフを』 

                         会長 青木竺峰 

 １９０５年ポール・ハリス他３名によりシカ

ゴでロータリークラブを設立され、日本で

は１９２０年に米山梅吉等により東京ロー

タリークラブを創立されました。彦根では 

１９５２年に２７名のチャーターメンバーに

よって日本で８５番目に創立されました。 

 

 ロータリーとは世界最大の国際的な人道奉仕団体であり

ます。ロータリーの標語は、「超我の奉仕」および「最もよく

奉仕する者、最も多く報いられる」であり、高い理念を揚げ

ています。 

 

 ２０２１～２０２２年度の会長テーマを「明るく楽しいロータ

リーライフを」にしました。新型コロナウイルス禍で、どの程

度クラブの活動が出来るか心配ですが、明るく楽しいロー

タリーライフを目指して活動していきたいと思っています。 

 

 ロータリアンの皆様の和を以って活動ができることを願っ

ています。和を以て貴しとなすという言葉があります。ま

た、和顔愛語という言葉があります。やさしい顔とやさしい

言葉遣い、明るく楽しいロータリーライフを送りましょう。一

人一人のご協力をお願いします。 

 

 奉仕とは、みんなのためになることが大切です。忘己利

他という言葉があります。己のことを忘れ、他の人を助ける

ことです。本当に他の人の為になることを、心から奉仕しま

しょう。 

 

 温故知新という言葉があります。昔の物事を研究し吟味

して、そこから新しい知識や見解を得ること。故きを温ねて

新しきを知ることであります。彦根ロータリークラブの歴史

を学び、新しく刷新した活動が大切だと思います。 

 

 会長テーマ「明るく楽しいロータリーライフを」 

 

 コロナ禍だからこそ明るく楽しいロータリーライフを送りま

しょう。 

 四つのテストを基本に活動したいと思います。ご指導ご

鞭撻のほどよろしくお願いいたします。  

       

 

ご挨拶 

                         幹事 上田勝之 

 幹事という大役を拝命し、身の引き締まる

思いで一杯でございます。 

 会長テーマ「明るく楽しいロータリーライフ

を」皆様が感じて頂けるように、各委員会お

よびメンバーの皆様の架け橋となるように精

一杯努めさて頂く所存でございます。 

 今年度も、対面での従来の例会や事業がすぐ取り組め

る状況ではございませんが、オンラインでの活動も含めて

ハイブリッド例会の開催など積極的な活動となるようにして

まいりたいと思います。また、中断していた各交流事業も

再開できる状況であれば取り組んでまいります。 

 諸先輩方が築いてこられた彦根ロータリークラブの輝き

を少しでも磨いていけるように、微力ながら邁進してまいり

ますのでご指導ご鞭撻の程、宜しくお願い申し上げます。 

 

 

ご挨拶 

                         ＳＡＡ 秋野正誠 

 ロータリーマニュアルにも明記され、今年

度の会長方針に示されているように「例会

が楽しく、秩序正しく、運営されるよう、常

に心を配り、気品と風紀を守り、例会がそ

の使命を発揮できるよう設営、監督する」 

 重点取組 

  １．例会等でのコロナ対策 

  ２．ベテラン会員とフレッシュ会員のコミュニケーション 

    作り 

  ３．気品と有意義な例会の構築 

     （私語の厳禁・会員卓話の充実） 

 

 

幹事報告                      

１．２０２１年９月２日（木）が馬場益弘ガバナー公式訪問と 

  なっております。ご予定ください。 

  ガバナー補佐 中川豊太良氏と幹事長 谷内弘照氏 

  もお越しになります。 

２．第１組ＩＭが延期になりました。 

  ２０２１年９月１１日（土）→２０２２年４月２３日（土）に 

  ホスト びわ湖八幡ＲＣ 

３．水口ＲＣは７月１日よりクラブの名称を甲賀（こうか）ＲＣ 

  に変更されました。 

４．長浜北ＲＣは７月１日より例会場・例会日の変更、事務 

  局を移転されました。 

   ＜例会場＞ グランパレー京岩 

             長浜市八幡中山町９５０－１ 

   ＜例会日＞ 木曜日 

   ＜事務局＞ グランパレー京岩内 

             電話・ＦＡＸ番号、E-mailアドレスは 

             変更なし 



理事会報告（2021.5.27）                                        

１．コロナウイルス感染拡大防止下におけるｸﾗﾌﾞ運営の件       

    やす井でお弁当持ち帰りの例会を行う。 

    オンラインでも配信、ハイブリッド例会とする。 

２．次年度委員会構成の件  承認 

３．次年度会長・幹事・ＳＡＡ代行順位の件 

   会長 ①渡邊副会長 ②細江会長エレクト  

       ③大舘直前会長 

   幹事 ①小田柿会計 ②安居（継）ｸﾗﾌﾞ管理運営理事 

       ③田井中会員組織理事  

   ＳＡＡ ①本庄副ＳＡＡ ②嶋津財団奨学金理事 

        ③本登奉仕プロジェクト 

４．次年度事業計画案・事業予算案の件 承認 

５．次年度プログラム・ソングリーダーの件 

    ソングリーダー 佐々木治郎・土橋潤也・秋野浩一  

              小山祐輔・川口昌弘 

６．次年度お祝い品の件 

   会員誕生日   アクリルネームプレート     

   配偶者誕生日  鉢植え 

   結婚記念日   入浴剤 

   入会記念日   ポケットスリムボトル 

７．次年度皆出席の件 

   １～４年 バッジ ５年 ルビー入りバッジ   

   その他 シャチハタスタンディングネーム 

８．次年度週報の件 承認 

 

彦根ローターアクトクラブ最終例会報告 

           前年度ローターアクト委員長 後藤元一 

 ６月２９日（火）１９時３０分からホテルサンルート彦根に

て、彦根ローターアクトクラブの最終例会を行いました。 

 出席者は、ローターアクト幹事の林 宏樹君、会計の安

居佳彦君、彦根ロータリークラブから大舘会長、青木会長

エレクト、上田会計、田井中（徹）奉仕プロジェクト理事、後

藤、事務局より藤井さんに出席いただきました。 

 最終例会に当たり、大舘会長より彦根ローターアクトクラ

ブの４６年間の歴史の話をして頂きました。アクターの安

居君に年間活動報告及びコロナ禍で昨年度実施できな

かった４５周年の記念誌の報告を改めてして頂きました。 

 例会の最後に青木エレクトから挨拶をしていただき、最

終例会を終えました。 

 残念ではありますが、来期会員が２名になること等を鑑

み、この例会を最後に活動休止に入ることになります。 

 その後、遅れて参加いただいた嶋津君にも参加してい

ただき、反省会を龍鱗にて行いました。２人の若人を囲み

ローターアクトクラブを惜しみつつ歓談となりました。 

 長い間、ローターアクトクラブを支えて頂きありがとうござ

いました。 

 

 

 

会長杯ゴルフコンペ報告 

             前年度親睦活動委員長 松田充弘 

 ６月２４日（木）彦根カントリー倶楽部にて、本年度最終

の会長杯ゴルフコンペを開催しました。 

 梅雨の晴れ間で時折強い日差しも降り注ぐ天候でした

が、皆さん暑さにも負けず元気にプレーして頂きました。 

 優勝は安居（継）君、ベスグロはアウト４１、イン４１の８２と

いう好スコアで正村君が獲得されました。 

 本年度の会長杯コンペは、１２月の開催予定が雪のため

に中止になった他は、８月、５月と今回と、都合３回の開催

となりました。ご参加頂いた皆様ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前回例会報告 

 本日は、今期の最終例会となりました。会長の時間で

は、最初に岡 銑三郎君の退会の報告、挨拶の代読があ

りました。次に「ひこねＲＣ」基金についての説明がありまし

た。各メンバーからの様々な意見があり、早急に決定する

のではなく次年度理事会にて検討することになりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 卓話の時間は、会長、幹事、ＳＡＡの期末挨拶でした。 

 杉本ＳＡＡより 「コロナ禍の中、会場での

マスク、検温、手指の消毒、三密回避のた

め換気、アクリル板の設置をしての例会開

催となりました。この一年間感染もなく無事

最終例会を迎えられたことに感謝していま

す。また、後半は大舘会長の熱意により

ZOOMによるオンラインで開催ができ、敬意を祓っており

ます。これからはワクチン接種も進み集団免疫ができれ

ば、食事をしながらコミュニケーションがとれる従来の例会

が開催できることを祈念しています」 

 今村幹事より 「昨年３月くらいから例会

が休みになったが、この一年は場所もやす

井さんに変更し、なんとか開催ができまし

た。新型コロナは第２波、第３波、第４波と

人類をあざ笑うかのように型を変え我々の

前に立ちはだかりました。 



出席報告 

他クラブプログラム予定 

ようやくワクチン接種も可能になり、収まることを願っていま

す。そんな中でも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。どうしたら活動ができるのかを真剣に考え、

ZOOMによるオンライン例会、抗原検査を実施してのライ

ブで行ったセネガルの学校への図書寄贈式中継、彦根

市のワクチン接種会場へ案内板寄贈などの活動ができま

した。反省としては、本来なら幹事がやる仕事まで行動力

のある会長に任せきりになってしまったことです。またみん

なでワイワイお酒が飲める日を願っております。一年間あ

りがとうございました」 

 大舘会長より 「一年間メンバーの声を

できるだけ拾うことに心がけていました。メ

ンバーの健康と安全を担保しながらロータ

リー活動を行う上で前回の週報に載せて

いるような５つのルールを決めました。今

年度は「クラブの為に 故郷の為に みん

なの為に」をテーマに活動していきました。今回は「みんな

の為に」何をしてきたのかを話します。今年度はＢＩＢＬＯプ

ロジェクトとして手を洗おう会、篠塚建次郎氏と協議をし、

セネガルの小学校５校に８００冊の図書を寄贈しました。 

５月２０日には彦根と東京、セネガルをオンラインでつなぎ

寄贈式を行いました。この事業で字が読める子供たちが

少しでも増えるように願っています。皆さんのご協力のお

陰で事業が無事終えることができます。一年間ありがとうご

ざいました」 

 続いて、バッジの交換が行われ、青木次期会長より次年

度へ向けての挨拶が行われました。 

 最後に会長、幹事に花束贈呈後、閉会となりました。 

 その後、一年の反省会として会食があり、ビンゴゲーム

で楽しみました。 

 

 

 

 

 

 

ニコニコ箱 

（本日計 62,000円・累計 2,037,300円） 

今年度一年間どうもありがとうございました…大舘君 

皆様今年一年ありがとうございました…今村君 

コロナ禍の中、無事最終例会を迎えることができ、感謝し 

  ています。一年間ありがとうございました…杉本君  

一年間ありがとうございました…瀧沢君 

コロナ禍の中で役員の皆様ご苦労様でした…正村君 

一年間アリガトウ！…秋野君  

大舘会長お疲れ様でした…川原崎君 

大舘会長年度始め各委員会の皆様、一年間お疲れでし 

  た。素晴らしい事業が心に残る一年でした…嶋津君  

２０２０～２０２１年度お疲れ様でした。大舘丸の寄港です 

  ね。ありがとうございました…和田君   

一年間お世話になりありがとうございました。本日親睦さん 

  のすばらしい最終例会に出席させて頂き感謝です 

  …小島君   

会長、幹事、役員の皆様お疲れさまでした…岡田君 

会長、幹事、理事の方々一年間ありがとうございました 

  …本登君 

大舘会長、今村幹事、役員の皆さん、一年間ご苦労さん 

  でした…田部君 

最終例会を祝して。大舘会長ご苦労様でした。皆様もご 

  苦労様でした。次期もよろしくお願いします…青木君  

会長幹事様、一年間ご苦労様でした…清水君 

一年間ありがとうございました。次年度もよろしくお願いし 

  ます…澤田君 

最終例会ありがとうございます。新年度もよろしくお願いし 

  ます…小田柿君 

最終例会に感謝…北村君 

執行役の皆様お疲れ様でした… 後藤君 

一年間ご苦労様でした。大変な一年でした…大森君 

一年間ありがとうございました。本日最終例会と大反省会 

  よろしくお願いします…松田君   

大舘会長、今村幹事一年間お世話になりました…西村君

一年間ありがとうございました。コロナ禍でも楽しい一年で 

  した…渡邊君 

今年度最終例会おめでとうございます。大舘会長、今村 

  幹事お疲れさまでした…安居（継）君   

本日の会長杯ゴルフコンペでハンディキャップに恵まれ、 

  優勝しました。皆さんありがとうございました  

  …安居（継）君  

 

（6/25計 41,000円・累計 2,078,300円） 

誕生日を祝って頂いて…神野君、佐々木君、森君 

妻の誕生日を祝って頂いて…宮川君、中川君、清水君 

結婚記念日を祝って頂いて…戸所君、土橋君、神野君 

入会記念日を祝って頂いて…秋野君、近藤君、田井中  

  （徹）君、玉置君 

 

 

 

会報・広報雑誌委員会  ／  澤田和重  正村嘉規  玉置貴一  今村康博 

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 

７月 ２日(金) 長浜東ＲＣ 「新年度の抱負」     

７月 ５日(月) 長   浜ＲＣ 「新年度の抱負」      

７月 ５日(月) 五 ・ 能ＲＣ 「新役員所信表明」       

７月 ６日(火) 彦根南ＲＣ 「役員挨拶」                

 会員数 当日出席 ﾒｰｷｬｯﾌﾟ 出席率（％) 

６月２４日 ５４（１２） ３４（５） ０ ７２．３４ 

６月１０日 ５４（１２） ２５（３） ０  


