
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  川口君ご夫人多賀子さん（１２月６日） 

結婚記念日    井上君ご夫妻（１２月９日） 

入会記念日    西村 昭君（１９９７年１２月４日） 

           森 育男君（１９９６年１２月５日）                   

１２月のスケジュール                          

１２／２  定例理事会（１３：４０～やす井） 

    ６  浦部謡曲教室（１８：００～千代神社）   

   １４  歴代会長・幹事合同懇親会（１８：００～双葉荘） 

   １６ 会長杯ゴルフコンペ（彦根ＣＣ）  

      年忘れ家族会（例会18:00～家族会18:30～やす井) 

   ２０ 浦部謡曲教室（１８：００～千代神社） 

ロータリーの友１２月号 必見どころ                         

横書き Ｐ７  特集 疾病予防と治療月間 
          コロナ禍でも負けない 私の！｢元気に過ごすコツ｣ 

      Ｐ１８ 障害は個性と思える社会に 

           道下美里さんに聞く 

縦書き Ｐ４  筋肉を保持「貯筋」する大豆のチカラ  

           ～宇宙実験で分かった 

役員・理事懇談会報告            幹事 上田勝之 

 馬場ガバナーをお迎えして

門前で記念撮影後、例会前に

役員・理事懇談会を開催させ

て頂きました。青木会長より歓

迎の挨拶の後、ガバナーから

公式訪問の現状や地区のご

説明を受けました。幹事より彦

根ＲＣの概況報告を行い、現在はリアルでの例会を開催して

いること、奉仕事業についてご説明致しました。役員・理事

からの挨拶の後に質疑応答の時間を設けて頂き、安居地区

ＲＬＩ委員長から地区委員会開催方法について質問されまし

た。幾つかの応答の後に地区大会の案内をお聞きし、文化

庁長官の特別講演が楽しみです。特に今回の懇談で印象

に残ったのがＲＡＣの休会を残念がっておられました。また、

当クラブのｗｅｂページが見やすいとお褒め下さいました。 

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） 
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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（2021.12.9）  

 

「 最後の世界遺産の旅 」 

担当 ： 清水克己 君 

     

 

幕の内弁当 

井伊家ゆかりの社寺 大師寺 
 

 

彦根駅から徒歩

3分のところにあ

る小さなお寺で

彦 根 周 辺 の 皆

様からは「駅前

の弘法さん」とし

て親しまれてい 

ます。 

 

 大師寺は、日本随一の寝弘法さん奉安の寺として有名です。  

 この寝弘法さんの頭中には、京都東寺よりお分けいただいた  

 「お舎利（しゃり）さん」（＝お釈迦様のご遺骨の一部）が奉納 

 されています。「南無大師遍照金剛…」とお唱えしながら、寝 

 弘法さんの頭や体を撫でてお願い事をするとご利益があると 

 いわれています。            （彦根観光協会ＨＰより） 

彦根ロータリークラブ週報   ２０２１～２０２２ ＶＯＬ.７０ ＮＯ.１８  

第３３３２回例会 

２０２１．１２．２ 

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 

年次総会 

閉会点鐘 

 

        於．料亭旅館 やす井 

彦根城を世界遺産に 



出席報告 

他クラブプログラム予定 

前回例会報告 

 本日はガバナー公式訪問で、

青木会長より馬場ガバナーと中川

ガバナー補佐、児島副幹事長の

紹介があり、歓迎の挨拶がありま

した。会長の時間は「万物生光

輝」（万物光輝を生ずる）で、すべ

てが光輝いているという意味です。皆さん一人ひとりが輝

いてロータリー活動をやっていきましょうと話されました。 

 ガバナーアドレスでは、馬

場ガバナーより今年度の地

区スローガンである「活力と

輝き－ロータリーの基本を

大切に－」について、一言

でいうと「元気を出しましょ

う」です。公式訪問は京都

南ＲＣを皮切りに２３０人の

会員を前に始まりました。オリンピック開会と同時に緊急事

態宣言で公式訪問は延期になる中、最終訪問が来年２月

１８日になりました。私は京都西ＲＣに所属しており、来年

６５周年を迎えます。ロータリー活動をする上で入会以来

大切にしていることは３つの健康です。１つ目は体の健康

です。第５５代会長の任命を受けた時、人間ドッグで未破

裂脳動脈瘤を発見、手術をしました。２つ目の健康は、仕

事と会社の健康です。私の仕事は学校給食です。京都府

を中心に関西圏、東京で幼稚園から大学までの学校給

食、コンビニなど１４００名のスタッフと共に運営していま

す。新型コロナの影響で売り上げは激減しましたが、今

は、従業員の雇用を守る、みんなの会社を守る、顧客から

の信用を守るという３つの方針を掲げ邁進しています。３

つ目の健康は家庭の健康です。家族の理解と後押し、家

族の健康が重要です。ガバナーの大切な仕事の１つはＲＩ

会長のメッセージを伝えることです。今年度の会長はイン

ドのシェカール・メータ氏です。今年度のテーマは「奉仕し

よう みんなの人生を豊かにするために」です。今年度の

活動項目の１つ目は会員増強です。来年７月までに１２０

万人から１３０万人にしましょうというプロジェクトです。２つ

目は女児のエンパワメントに焦点を当ててください。発展

途上国における児童婚、そこ

から出産し仕事にもつけない、

学校にいけない、字が読めな

くて注意書きが分からず地雷

や汚水で命を落とすことがな

いよう守っていきましょう。 

３つ目はロータリー奉仕デーの実施です。環境保全を考

えて、地域社会の人々と共に活動しメディアに周知し地域

の方に知ってもらえるようにしてほしいです。４つ目はポリ

オの完全根絶です。ポリオへの寄付をお願いします。５つ

目は今年７月より追加された環境の保全です。ロータリー

奉仕デーでは環境を意識した奉仕をお願いします。以上

ＲＩ会長の方針です。２６５０地区の活動方針の１番目は

「ロータリーの基本を大切にしましょう。」です。ロータリー

の中核を成す「奉仕と親睦」を大切にしつつ、時代とともに

進化した伝統と誇りある自らのクラブをしっかりと確立した

いと思います。２番目は「活力ある輝くクラブづくりを目指し

ましょう。」です。日本のＲＣが培ってきた「奉仕と親睦」「例

会出席」を大切に「活力と輝き」のあるクラブを目指しましょ

う。３番目は「新しい環境に適応しましょう。」です。新型コ

ロナウィルスの感染拡大は社会にあらゆる影響を与えまし

た。このような中、新しい環境に適応した活動を目指しま

しょう。最後になりましたが、「奉仕と親睦」「例会出席」を

大切にしてＡ（明るく）Ｔ（楽しく）Ｍ（前向きに）で活力と輝

きのあるロータリーライフを目指しましょうと話されました。 

お客さま 

馬場益弘氏（ＲＩ第２６５０地区ガバナー） 

中川豊太良氏（ガバナー補佐） 児島 賢氏（副幹事長） 

ニコニコ箱 

（本日計 79,000円・累計 592,000円） 

自祝金…馬場ガバナー、中川ガバナー補佐、児島副幹 

  事長 

馬場ガバナー、中川ガバナー補佐、児島副幹事長の御 

  臨席を賜り御礼申し上げます…青木君   

昔から尊敬しておりました日本ヨット連盟（ＪＳＡＦ）会長の 

  馬場ガバナーが来られるとのことで駆けつけました。 

  長い間休んでおりまして申し訳ございません…神野君  

馬場ガバナーをお迎えして。本日はよろしくお願いします 

  …上田君、田井中（徹）君 

馬場ガバナーをお迎えして…杉本君、中川君、北村君、  

  渡邊君、細江君、嶋津君、菅谷君、後藤君、松田君、 

  西村君、瀧沢君、大舘君、岡田君、片岡君 

ようこそ彦根ロータリークラブへ 馬場ガバナー、中川ガバ 

  ナー補佐、児島地区副幹事長をお迎えして 

  …本庄君、田部君、澤田君  

ガバナー公式訪問を迎えて…清水君 

馬場ガバナー公式訪問有り難うございます…安居（継）君 

誕生日を祝って頂きありがとうございます。“生まれは昭和 

  育ちは平成、令和は八十路のターミナル”…正村君  

誕生日を祝っていただいて…本庄君 

入会記念お祝いいただいて…戸所君 

天高く ガバナーの意気 我にひびく…正村君 

（11/25口座引落計 5,000円・累計 597,000円） 

入会記念日を祝っていただいて…田井中（順）君 

結婚記念日を祝っていただいて…小椋君 

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 

１２月 ３日(金) 長浜東ＲＣ 「年次総会 

   イニシエーションスピーチ」     

１２月 ６日(月) 長   浜ＲＣ 「マラソンがくれた幸せ」      

１２月 ６日(月) 五 ・ 能ＲＣ 「夜間例会」       

１２月 ７日(火) 彦根南ＲＣ 「年次総会」                

 会員数 当日出席 ﾒｰｷｬｯﾌﾟ 出席率（％) 

１１月１８日 ５１（１１）  ３８（８） ０ ７９．１７ 

１１月 ４日 ５１（１１）  ３４（４） ０  


