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彦根城を世界遺産に
時報鐘
国際ロータリー・テーマ

奉仕しよう

城全体に響くよ う
にと『鐘の丸』より
移され たもの で 、
今も定時に鐘が
つかれ「日本の音
風景百選」に選ば
れ て い ま す 。
幕末期1 2 代藩主
直亮の時に、よ り
美しい音色にしよ
うと鋳 造のさい 大

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）

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）

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）
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会長エレクト 細江正人
幹 事
上田勝之
ＳＡＡ
秋野正誠

第３３２０回例会
２０２１．８．１９
開会点鐘
ロータリーソング斉唱
「それでこそロータリー」
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
｢新会員スピーチ」
担当：川口昌弘 君
「地区ＲＬＩについて」
担当：安居継彦 君
閉会点鐘
於．オンライン(Zoom)

☆公式訪問事前クラブ協議会
１３：４０～１５：００
於．彦根商工会議所

量の小判が投入されました。
隣接する聴鐘庵は茶屋として薄茶（お菓子付¥500）を楽しむこ
とができます。（9:00〜16:00）
（彦根城公式ＨＰより）

中川豊太良ガバナー補佐 ご経歴
生年月日 昭和１５年１０月１日
職業分類 住宅供給 （豊住研㈱ 代表取締役会長）
ロータリー歴
１９７８年
長浜東ＲＣ入会
１９９０年
滋賀湖北ＲＣ創立（現：長浜北ＲＣ）
チャーターメンバー
１９９２～９３年度 会長
１９９８～９９年度 地区環境保全委員長
２００１～０２年度 ＩＭ第１組ホスト 実行委員長
２００８～０９年度 会長
２０２０～
滋賀第３グループ ガバナー補佐
中川ガバナー補佐をお迎えして
会長 青木竺峰
公式訪問事前クラブ協議会に中川ガバナー補佐のご臨席
を賜り御礼申し上げます。メンバー一同歓迎しております。
彦根ロータリークラブは、コロナ禍ではありますが、例会を
行っております。
何かお気づきの点、改善点などございましたら、忌憚なくご
助言、ご指導のほどよろしくお願い申し上げます。少しでも
良いクラブにしていきたいと思っています。

お祝い
会員誕生日
ご夫人誕生日

次回例会案内（2021.8.26）
１２：３０～

Ｚｏｏｍによるオンライン例会

「 美味しい牛肉について 」
担当 ： 上田勝之 君

結婚記念日
入会記念日

秋野正誠君（８月２１日）
川口昌弘君（９月４日）
松田君ご夫人和美さん（８月１６日）
玉置君ご夫人美佐さん（８月１９日）
田井中（順）君ご夫人郁子さん（８月２６日）
本庄君ご夫人啓子さん（８月２９日）
菅谷君ご夫人惠子さん（９月８日）
本登君ご夫妻（９月３日）
井上清宏君（２０１９年８月２２日）

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

理事会報告（2021.8.5）
１．８月例会の件
８月１９日と８月２６日の例会はオンライン例会に変更
２．新会員の件 承認
３．馬場ガバナー公式訪問の件 承認
４．ロータリー奉仕デーの件
９月１２日（日）７：１５集合 松原の湖岸清掃を行う
５．彦根ＲＡＣの件 ９月理事会で再度審議
６．日本赤十字協賛の件 雑費より１万円拠出
７．暮らしのアイデア展協賛の件 雑費より４千円拠出
８．「ひこねＲＣ」基金の件 特別委員会を設置して協議
９．各種協賛金の件
３万円以内の場合は会長、幹事で決済する
地区ロータリー財団セミナー報告
幹事 上田勝之
８月７日（土）京都ホテルオークラにて地区ロータリー財
団セミナーに出席いたしました。
まずは、財団の目的・ビジョンについて説明がありまし
た。財団資金のシェアシステムが一部変更なり、運営費
５％を引き出された後に国際財団活動基金ＷＦと地区財
団活動資金ＤＦがそれぞれ４７．５％となります。またＤＤＦ
は上限３万ドルでクラブ負担１０％およびクラブが主体の
活動であることが基準になります。
ロータリーの重点分野の項目に環境が加わります。この
環境は地球レベルであったり、生態系に影響のあるもの
等になります。
地区の各クラブの補助金状況を見てみると、子ども食堂
支援が当クラブ以外にも３クラブありました。財団奨学生で
あった学友の方のビデオレターやロータリーのポリオ撲滅
活動の歴史をまとめたビデオは、ロータリアンとして世界に
繋がり、奉仕していることが実感できる内容でした。

前回例会報告
会長の時間では、今日の言葉として
「把手共行」手を握って共に行こうという
ことです。いろんな世界で共に手を握っ
ていくことが必要です。例えば行政と市
民共に手を握っていくことが大切ですと
話されました。
続いて、米山奨学生の張 焼平さんが
スピーチされ、大学で日本語を勉強して
いて日本の文化、生活へのあこがれが
高くなった。経済学も勉強しているので
日本でもっと知識を身につけたいと思っ
たと日本に留学した動機を話されまし
た。日本人と中国人のコミュニケーション
が取れるよう今後に生かしていきたいと
のことでした。

出席報告
会員数

当日出席

ﾒｰｷｬｯﾌﾟ 出席率（％)

８月 ５日

５１（１１）

３５（６）

０

７月１５日

５１（１１）

３１（５）

０

会報・広報雑誌委員会

７６．０９

／

澤田和重

４．みんなのためになるかどうか

本日の卓話は、「彦根のこれからにつ
いて」と題して、彦根市長 和田祐行氏
が話されました。まずは水泳大橋選手
の２冠のお祝いと彦根市民最高栄誉賞
の創設をしましたと報告がありました。
就任後約３週間になりますが、コロナ対
策に終始しています。特にデルタ株は
注意しないといけません。今後、彦根の経営を立て直して
いきたい。そのためには、彦根城をはじめとする観光と、
物産を世界に売っていきたい。鳥居本のオープンセット、
彦根城、海辺の撮影も可能な琵琶湖を軸に彦根を映画
産業で新しい文化として発信していきたい。私は常々彦
根は３０万都市を目指すべきと言ってきましたが、少子高
齢化が進んでいけば将来もありません。病院・ビューホテ
ル問題も含め２市４町と今後の湖北地区全体で中核都市
を目指し連携していきたいと思います。私の判断基準は
彦根市民のためになるかですが、Ｆｏｒ ｐｅｏｐｌｅではなく、
青木会長の話にもあった「把手共行」のｗｉｔｈ ｐｅｏｐｌｅで
市民の皆さんと共に市政運営をしていきますので、今後と
もよろしくお願いしますと話されました。

お客さま
和田裕行氏（ゲスト：彦根市長）
張 暁平さん（米山奨学生）
ニコニコ箱
（本日計 34,000円・累計 185,000円）
彦根市長 和田氏お世話になります。よろしくお願いいた
します…青木君
和田市長をお迎えして…細江君、大舘君、本登君
和田市長ようこそ。市政よろしくお願い致します…渡邊君
和田市長、お忙しい中ようこそ彦根ロータリークラブに
…嶋津君
和田彦根市長をお迎えして。お世話になります…上田君
和田裕行彦根市長をお迎えして…安居（継）君
和田市長様、公務お忙しい中卓話引き受けて下さりありが
とうございます。本日はよろしくお願いいたします
…和田君
大舘さんありがとう。青木さんよろしく。遅くなって
…片岡君
大分市、高崎山の自然公園で６７７頭を率いるボス猿の
１８代目がメス猿となりました。非常にレアーなケースで
すが、猿の世界も人間同様変わりつつあるのですかネ
…正村君
入会記念日を祝っていただいて…那須君
入会１１年目になりました。無事健康でありますように
…岡田君
妻の誕生日を祝っていただいて…川原崎君、片岡君
他クラブプログラム予定
８月２０日(金)

長浜東ＲＣ 「休会」

８月２３日(月)

長 浜ＲＣ 「青少年奉仕について」

８月２３日(月)

五 ・ 能ＲＣ 「駅前広場清掃」

８月２４日(火)

彦根南ＲＣ 「休会」

正村嘉規

玉置貴一

今村康博

