
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                          

会員誕生日   福尾伸哉君（１２月１１日） 

          伊藤容子君（１２月１６日） 

          安居秀泰君（１２月１８日） 

          石原成郎君（１２月１８日） 

          川原崎清三君（１２月２１日） 

          青木竺峰君（１２月２９日）  

入会記念日   上田勝之君（２０１２年１２月１３日） 

            

理事会報告（2021.12.2）                         

１．1/20職業奉仕月間卓話の件  承認 

２．皆出席お祝いの件  

      今年度はお祝いをしないことに決定 

３．例会の件  しばらく現状の例会運営とする 

４．ひこねＲＣ基金の件  総会にはかる 

５．事務局年末年始休務の件 

   ２０２１年１２月２９日（水）～２０２２年１月５日（水） 

 

新会員紹介                        

 福尾 伸哉
ふ く お  し ん や

 君 （商業銀行） 

 生年月日  昭和４６年１２月１１日 

 勤 務 先   ㈱滋賀銀行彦根支店 支店長  

           （彦根市佐和町１１－２１) 

 趣  味   ゴルフ 

  

ゴルフ同好会第２回ゴルフコンペ開催 
  ゴルフ同好会幹事 松田充弘 

 １１月２０日（土）第２回同好会ゴ

ルフコンペを、４組１６名の参加を

頂き、彦根カントリー倶楽部にて

開催しました。１１月の下旬とは思

えないくらいの温かな陽気に恵ま

れ、また風もなくスコアの言い訳も

出来ない（笑）絶好のゴルフ日和となり、皆さん気持ちよくプ

レーをしていただけたのではと思います。 

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（2021.12.16）  

   受付・抗原検査 １７：３０～ 

   例会 １８：００～  家族会 １８：３０～  

                  於．料亭旅館 やす井  

     

 

幕の内弁当 

井伊家ゆかりの社寺 千代神社 
 

天宇受売命（あめ 

の う ず め の み こ

と）・猿田彦命を祭

神とし、本殿は三

間社流造で国の

重要文化財に指

定されています。

芸 能 の 始 祖 神 。 

井伊家の保護の

もと産土神として

信仰を集めていま

す。特に、天宇受売命は、俳優の始祖、芸能の祖神と仰がれ、

崇敬の篤い神様として知られています。 今も、有名俳優の方

や芸能関係の人々が訪れ、芸の上達を祈願してゆかれます。      

                        （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.１９ 

第３３３３回例会 

２０２１．１２．９ 

開会点鐘 

ロータリーソング斉唱「我等の生業」 

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 

 「 最後の世界遺産の旅 」 

   担当：清水克己 君 

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 

優勝は上田君、同好会コンペでは初めての優勝ということ

でおめでとうございました！ 

 次回の開催は来年４月１６日となります。少し間は空いて

しまいますが、ご参加のほどよろしくお願いいたします。 

              OUT IN GROSS HDCP NET 

優勝 上田 勝之 君  ５３ ５２  １０５  ３５．０ ７０．０ 

２位  秋野 正誠 君  ４３ ４１   ８４  １３．０ ７１．０ 

３位  佐々木治郎君  ５３ ５６  １０９  ３６．０ ７３．０ 

 

 “趣味は心の肥やし”と言われますが、人生を豊かにす

る生涯学習のひとつであると、齢（よわい）８０にして感じさせ

られます。何事にも根気がなく、あきっぽい私でしたが、好

奇心が強く、チャレンジ精神旺盛だった４０代、丁度バブ

ルの全盛時代、高い金を払ってグルメを追いかけるので

はなく、自分の選んだ食材で自分流の料理が出来たら最

高の贅沢で楽しいだろうと、３年間料理学校に通い、「男

の料理」に挑戦し、台所に立ち自画自賛しておりました。

女房からは「料理を習うより後片づけを習って下さい」との

苦言が思い出されます。カラオケ、社交ダンス、スキー、ゴ

ルフと約４０年間、素晴らしい仲間とのふれあいと支えに

よって今なお健康で元気いっぱい楽しい時間をいただい

ている事の幸せを感謝しております。６０代の手習いに始

めた書道は両親のＤＮＡを受けて少しは能力があるかな

あ・・・と思いきや、２級から１級への壁が２年たっても越え

られぬもどかしさ、まだまだすべてが発展途上と考え、明

日に向かってがんばります。ロータリー活動も私にとって

大切な趣味のひとつです！！ 

 

前回例会報告 

 本日はまず滋賀

銀行彦根支店長

の福尾伸哉君の

入会式が行われ

ました。清水君か

ら紹介があり、福

尾君が挨拶され、青木会長より

バッジが授与されました。 

 会長の時間では、「第一義」

とは最も根本となる個々の一番

大切なものを意味すると考えら

れます。すなわち仏教では「絶

対の真理」を第一義と考えられ

ますと話されました。 

 引き続き年次総会が開催され、理事及び役員の選挙が

執行されました。定足数の確認、会員数５２名中３７名の

出席で総会は成立。指名委員会委員長の大舘君より選

任された理事役員候補者について報告。 

立会人代表には瀧沢君が選

出され、投票となりました。投

票結果が報告され、全候補者

が信任されました。直ちに別

室にて仮理事会が開催されま

した。次年度会長の細江正人

君よりビデオレターで理事の担当とＳＡＡの発表がありまし

た。次年度役員・理事は以下の通りです。 

 ＜２０２２～２０２３年度役員・理事＞ 

    会 長            細江 正人 

    会長ノミニー        渡邊 僖子 

    副会長            正村 嘉規 

    幹 事             小田柿喜暢 

    会 計             松田 充弘 

    理事(会員組織)       本庄 秀樹 

    理事(公共イメージ）    那須 賢司 

     理事(クラブ管理運営）  今村 康博 

    理事(奉仕プロジェクト）  佐々木治郎 

    理事(財団・奨学金)       小島 充子 

    ＳＡＡ             田部 泰男 

    副ＳＡＡ           片岡 哲司 

 第２号議案として、彦根ローターアクトクラブの終結につ

いての議案が提案されました。現在２名の会員で将来に

わたり彦根ＲＣとして支援を続けることが困難な状況   

にあるとの判断からその是非を問われる内容であり、賛成

（終結する）１７、反対（終結しない）５、保留９で彦根ロー

ターアクトクラブは終結することに決まりました。 

 

ニコニコ箱 

（本日計 38,000円・累計 630,000円） 

年次総会よろしくお願いします…青木君 

年次総会おめでとうございます…本庄君 

本日より入会させていただきます。これから皆さんのお仲 

  間に入れて頂けるよう精一杯やりますのでよろしくお願 

  いします…福尾君   

福尾伸哉君入会を祝して…清水君 

福尾君入会おめでとうございます。一緒に努力しましょう 

  …青木君 

福尾さんのご入会をお祝いして…大舘君 

福尾さんの入会おめでとうございます…宮川君 

マルチプルＰＨＦを頂きまして…今村君 

妻の誕生日を祝っていただいて…川口君 

結婚記念日を祝っていただいて…井上君 

入会記念日を祝っていただいて…西村君 

木の実降る フェアウェイは 猿の舞   

   彦根カントリーにて…正村君 

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１０日(金) 長浜東ＲＣ 「弁護士の仕事あれこれ 

       ～町弁の場合～」     

１２月１３日(月) 長   浜ＲＣ 「関西、滋賀県経済の状況に 

             ついて」      

１２月１３日(月) 五 ・ 能ＲＣ 「年次総会」       

１２月１４日(火) 彦根南ＲＣ 「12/11に変更」                

 会員数 当日出席 ﾒｰｷｬｯﾌﾟ 出席率（％) 

１２月 ２日 ５２（１１） ３７（５） ０ ８０．４３ 

１１月１１日 ５１（１１） ３１（３） ０ ７２．０９ 

趣味雑感               正村嘉規 


