
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  宮川基司君（２月１７日）  

          堤 秀記君（２月２２日）   

結婚記念日  宮川君ご夫妻（２月４日）  

          佐々木君ご夫妻（２月２２日）            

入会記念日  清水克己君（１９８６年２月２０日） 

          後藤元一君（２０１９年２月２１日） 

 

理事会報告（2022.2.3）                         

１．創立７０周年実行委員長の件  西村 昭君に決定 

２．第１組ＩＭ参加の件 バスで参加。懇親会は独自で開催。 

３．親子入会制度の導入の件    承認。総会にて説明。 

４．ローターアクト残金の件 

   定期預金と普通預金あわせて816,073円を本会計   

   雑収入に入れる    

５．２０２２学年度米山奨学生受け入れの件 

   烏尼爾（ウニル）さん 中国内モンゴル自治区 

    滋賀県立大学 地域文化学専攻 博士３年（４月より） 

   カウンセラー 本庄秀樹君 

６．ＲＹＬＡ受講生の件 西邑映美さん（㈱千成亭風土勤務） 

 

２月２３日はロータリー創立記念日です 

 ロータリーは、一人のアメリカ人のビジョンによって始まりま

した。その人の名は、ポール･ハリス。シカゴで弁護士として

働いていたハリスが、世界初のロータリークラブ（シカゴ・ロー

タリークラブ）を設立したのは、１９０５年２月２３日。さまざまな

分野の職業人が集まって知恵を寄せ合い、生涯にわたる友

情を培うことのできる場をつくることが、ハリスの夢でした。 

 設立以来、ロータリーは徐々に人道的奉仕にも活動を広

げ、今ではさまざまな職業や文化をもつロータリー会員が

日々、さまざまな課題を解決するために草の根の活動や国

際的な取り組みを行っています。 

 「ロータリーが私たちにとって何を意味するにせよ、 

  世界は、その活動成果によってロータリーを知るのです」 

    ポール・ハリス （ロータリー創設者）（国際ロータリーＨＰより） 

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（2022.2.24） 

          

「 雑感 ＰＡＲＴ４ 」 

担当 ： 宮川基司 君 

     

 

幕の内弁当 

井伊家ゆかりの社寺 多賀大社 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 日本最古の史書「古事記」にも登場する長い歴史を有した 

 神社です。かつては「お多賀様へは月参り」と謡われたほ 

 ど頻繁に詣でる人の姿がありました。現在でも延命長寿、 

 縁結びの神様として訪れる人が絶えることはありません。  

                       （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.２６ 

第３３４０回例会 

２０２２．２．１７ 

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 

 幹事報告 

 委員会報告 

 ニコニコ箱報告 

 出席報告 

卓話 

 「文化・四方山噺」 

  担当：戸所岩雄 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 

前回例会報告 

 会長の時間では「立春大吉祥（りっ

しゅんだいきちしょう）」という言葉につ

いて話されました。厳しい冬を乗り越え

春の訪れの喜びをみんなで祝うという

意味があるそうで、お寺では節分の前

日に柱や玄関にこの言葉を書いたお

札を貼り春の訪れをお祝いするのだそ

うです。 

 卓話の時間では、田井中 徹君が彦根

の観光・宿泊業の近況についてデータを

交え解説されました。コロナ禍において、

２０１９年から比べると宿泊客が６０％まで

落ちているという非常に厳しい状況が続

いている中で、この状況を打破するには

何としてでも彦根城の世界遺産登録を実現するしかな

い！と、鼻息荒く語られました。 

 続いて「５５歳になってから!!」というテーマで話されまし

た。今しかできないことをしようと、イタリア製の高級な自転

車を購入し、ビワイチに挑戦

してからドハマリし、サイクル

ボールというアプリで開催され

たイベントに参加して日本中

のサイクリングスポットを巡っ

た珍道中を話されました。 

 

その後、給付金で大型二輪の免許を取得し、ホンダの

CB1300ボルドールというとても高級なバイクを購入され、

自転車の次はバイクで日本中の世界遺産を巡るという野

望を企てておられます。２５件ある中バイクで行けそうなの

が２１件、残りの４件バイクで周れない所は飛行機や船で

行くことにし、先日も沖縄へいった際に一人で首里城の入

口まで行かれたそうです。昨年の２月にバイクを買ってか

ら雨風に耐えながらも現在７件達成し、残りの１４件は今年

中に達成したいと語られました。コロナが収まったら世界

中を飛び回り世界遺産を巡りたいと壮大な夢を語っておら

れました。 

 

ニコニコ箱 

（本日計 28,000円・累計 926,000円） 

卓話の機会を頂きありがとうございます…田井中（徹）君 

獅子が舞う ピイヒョロ城下に 梅一輪…正村君 

誕生日を祝っていただいて…和田君、田部君 

妻の誕生日を祝っていただいて…細江君、安居（継）君 

結婚記念日を祝っていただいてありがとうございます。 

  ４７年になるんだあ～…渡邊君 

結婚記念日を祝っていただいて…上田君、田部君 

入会記念を祝っていただいて…小田柿君 

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 

２月１８日(金) 長浜東ＲＣ 「休会」     

２月２１日(月) 長   浜ＲＣ 「休会」      

２月２１日(月) 五 ・ 能ＲＣ 「駅前広場清掃」       

２月２２日(火) 彦根南ＲＣ 「休会」                

 会員数 当日出席 ﾒｰｷｬｯﾌﾟ 出席率（％) 

２月 ３日 ５２（１１） ３４（６） ０ ７２．３４ 

１月２０日 ５２（１１） ３２（７） ０  

常任委員会 委員会 委員長 副委員長 委 員 

会員組織  会員増強 本庄 秀樹 田井中 徹 本登 忠雄 

  本庄 秀樹  会員選考 

 職業分類 

西村  昭 清水 克己 田井中順次  小椋 政昭 

安居 秀泰 

  ロータリー情報 大舘 康伸 瀧沢 隆司 秋野 正誠 

公共イメージ 

  那須 賢司 

 会  報 

 広報雑誌 

那須 賢司 浅山 禎信 上西 信昭  川口 昌弘 

クラブ管理運営 

  今村 康博 

 出  席 

 プログラム 

嶋津 慶子 大森修太郎 井の下精作  神野 佳樹 

 

     親睦活動 今村 康博 澤田 和重 伊藤 容子  玉置 貴一 

鈴木 大祐  井上 清宏 

土橋 潤也  福尾 伸哉 

奉仕プロジェクト  職業奉仕 後藤 元一 杉本 克実  

  佐々木治郎  社会奉仕 佐々木治郎 菅谷  渉 森  育男 

  青少年 和田 一繁 戸所 岩雄  

  国際奉仕     安居 継彦 上田 勝之 岡田眞智子 

財団・奨学金   ロータリー財団 宮川 基司 中川 勝晴 北村  登   堤  秀記 

  小島 充子  米山奨学 小島 充子 石原 成郎 川原崎清三 

会 長 細江 正人 

会長エレクト 渡邊 僖子 

副会長 正村 嘉規 

幹 事 小田柿喜暢 

会 計   松田 充弘 

ＳＡＡ 田部 泰男 

副ＳＡＡ 片岡 哲司 

直前会長 青木 竺峰 

  

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 

  

＜地区＞  

ＲＬＩ委員 安居 継彦 

米山奨学委員 正村 嘉規 

２０２２～２０２３年度 役員・理事及び委員会構成 


