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彦根城を世界遺産に
国宝 彦根城天守、附櫓及び多聞櫓
国際ロータリー・テーマ
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みんなの人生を豊かにするために
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明るく

楽しい ロータリーライフを
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天守は3階3重の屋根で構
成されています。屋根は
「切妻破風（きりづまはふ）」
「入母屋破風（いりおもやは
ふ）」「唐破風（からはふ）」を
多様に配しており、2階と3
階には「花頭窓（かとうま
ど）」、3階には高欄付きの
「廻縁（まわりえん）」を巡らせるなど外観に重きを置き、変化に
富んだ美しい姿を見せています。大津城から移築されたといわ
れ、政治的象徴としての外観の美しさだけでなく、城本来の機
能である軍事面でも優れています。昭和27年（1952年）に国宝
に指定。彦根城以外の国宝天守は、姫路城・松本城・犬山城・
松江城だけです。夜間はライトアップされ彦根市のランドマーク
として市民に親しまれています。
（彦根城公式ＨＰより）

お祝い
会員誕生日
入会記念日

嶋津慶子君（７月１３日）
今村康博君（２０１３年７月１３日）

理事会報告（2021.7.2）
１．指名委員会設置の件
指名委員 ３名の前元会長、現会長、会長エレクト
２．監査人の件 本庄秀樹君・岡田眞智子君
３．納涼浴衣例会の件
８月２６日（木）１８：００～ 料亭旅館やす井
４．ウランブハ砂漠植林共同プロジェクトの件
中国内モンゴル自治区ウランブハ砂漠に
植林用苗木２００本支援する
９月３０日例会にて啓蒙活動
５．ロータリー財団・米山記念奨学寄付の件
今年度も寄付袋をやめ、口座引落でお願いする
６．写生大会協賛の件
承認 協賛金５千円
７．前年度申し送りの件 基金の件、継続審議とする
前年度臨時理事会報告（2021.7.1）
１．剰余金振り分けの件 周年積立金へ７０万円送る
２．ひこねＲＣ基金の件
次年度へ申し送る
３．退会会員の件 近藤市右ヱ門君、岡 銑三郎君、
吉原 保君が一身上の理由で６月３０日付けで退会
グルメ同好会開催

今日の食事
幕の内弁当

次回例会案内（2021.7.15）
「 私の仕事 」
担当 ： 小田柿喜暢 君

上田勝之
７月４日（日）伊勢幾さんにてグル
メ同好会を開催致しました。９名の
参加にて感染症対策を取り、お座
敷天麩羅を楽しみました。材料は、
鮑、海老、帆立、胡麻豆腐、鱧、万
願寺とうがらし、白トウモロコシ、椎
茸など旬の食材に舌鼓をうちなが
ら、楽しく会話も弾みあっという間の２時間でした。秋には新
しくなった湖里庵で開催予定です。是非、ご参加ください。

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

前回例会報告
会長の時間では、会長の「奉仕しよう みんなの人生を
豊かにするために」、地区ガバナーの「活力と輝き」－ロー
タリーの基本を大切に－のスローガンを紹介し、その方針
にしたがって今年度頑張っていきたいと話されました。
本日の卓話は新年度役員の挨拶です。
青木会長より「１９０５年にシカゴでロータリ
クラブが設立され、日本では１９２０年に東京
ＲＣ、彦根は１９５２年に２７名のメンバーによ
り日本で８５番目に設立されました。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４つの目的の説明があり、私たち
もこの目的に沿って行動していきたい。今年度の会長
テーマを「明るく楽しいロータリーライフを」にしました。コロ
ナ禍の中、どの程度活動できるか心配ですが、明るく楽し
いロータリーライフを目指して、四つのテストを基本に活動
していきたいと思います。ご指導ご鞭撻をお願いします」
渡邊副会長より「会議所でも女性会の役を
していますが、彦根市の女性はなかなか前
に出てこないという悪い習わしがあるように思
います。自分が皆さんの前に出させて頂いて
いるのはありがたいことです。今後、会長を
支えていきたいと思います。微力ですがよろしくお願いし
ます」
細江会長エレクトより「以前からのメンバー
が退会されていて浦島太郎のような感覚に
なっています。今は出席免除を頂いている
ので最近の入会者とはあまり面識がないの
で自己紹介をします。「あなたの本棚 天辰
堂」、本屋の２代目です。今は社長を譲り、
市会議員、今は県会議員をしています。来年は会長となり
ますので皆さんよろしくお願いします」
上田幹事より「幹事という大役を拝命し、身
の引き締まる思いです。今年度の会長テー
マ「明るく楽しいロータリーライフを」皆さんに
感じて頂けるように和顔愛語で精一杯務め
さて頂きます。幹事として会長の言葉をかみ
しめて努めてまいります。微力ながら邁進し
てまいりますのでご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願いい
たします」
小田柿会計より「ロータリーの会計は初め
てなので内容はまだ充分把握できていませ
んが、会長・幹事を支えていきたい。我が社
も７月１日から新年度で「変化を恐れずチャ
レンジしよう」というスローガンで始まりまし
た。会長が言われる温故知新も守りつつ、
世代によっていろんな価値観がある中、柔軟に対応して
いきたいと思います。至らぬこともあると思いますが、一年
間よろしくお願いします」

出席報告
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澤田和重

４．みんなのためになるかどうか

秋野ＳＡＡより「今月から米山奨学生の張さ
んが受付をしてもらえることになり、例会場が
大変明るくなりました。会長方針にも明るくと
なっていますが、ＳＡＡの仕事は例会を明る
く有意義な会に持っていくことです。そのた
めに例会等でのコロナ対策、ベテラン会員と
若手会員のコミュニケーションづくり、私語の厳禁・会員卓
話の充実の３つを重点取り組みとしたいと思います」
ニコニコ箱
（本日計 75,000円・累計 75,000円）
僭越ながら会長をさせて頂きます。ご指導ご鞭撻の程お
願い致します。本年よろしくお願いします…青木君
今年度がスタートしました。青木会長を支えられるようにつ
とめて参ります。一年間よろしくお願いします…上田君
新しい年度の始まりです。副会長１年間微力ですががん
ばります。よろしくお願いいたします…渡邊君
米山奨学生の張さんが今月から月初め例会の受付のお
手伝いをさせて頂きます。皆様よろしくお願いします
…嶋津君
青木会長がんばって下さい…田井中（徹）君
今年度も昨年度同様皆様宜しくお願いします…石原君
今年度もよろしくお願いいたします…清水君、細江君、中
川君、土橋君、瀧沢君、菅谷君、那須君、澤田君
新年度新しいお役を拝命しました。頑張ります…上西君
親睦委員会デビューです。よろしくお願いいたします
…和田君
今年度親睦委員長を拝命しました。一年間よろしくお願い
します…後藤君
青木会長、上田幹事、期待してます…今村君
祝 青木丸の出航…西村君
青木会長、上田幹事お二人の船出を祝して…小島君
青木会長の新年度を祝して…松田君
新年度青木会長、健康に留意して頑張ってください
…杉本君
本年もどうぞよろしく。青木会長、上田幹事さんならびに
役員の皆さん頑張って下さい…田部君
青木会長、上田幹事大いに期待してます …秋野君
青木丸の船出を祝って…大森君
今年度、青木会長、上田幹事はじめ役員の皆さんよろしく
お願いします…安居（継）君、本登君、嶋津君
新年度を迎えて。青木会長、上田幹事よろしくお願いしま
す…宮川君、本庄君
青木会長､上田幹事､一年間がんばってください…大舘君
本日より新年度です。よろしくお願いします…小田柿君
結婚記念日を祝っていただいて…菅谷君
入会記念を祝っていただいて…佐々木君
入会させて頂き１３年たちました。これからもよろしくお願
いします…大舘君

他クラブプログラム予定
７月 ９日(金)

長浜東ＲＣ 「新年度の抱負」

７月１２日(月)

長 浜ＲＣ 「新年度の方針発表」

７月１２日(月)

五 ・ 能ＲＣ 「クラブ協議会」

７月１３日(火)

彦根南ＲＣ 「理事委員長挨拶」

正村嘉規

玉置貴一

今村康博

