
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  大森君ご夫人美喜子さん（４月２２日） 

           秋野君ご夫人和子さん（４月２７日） 

           田井中（徹）君ご夫人純子さん（４月２７日） 

 

結婚記念日    清水君ご夫妻（４月２６日） 

           小田柿君ご夫妻（４月２７日） 

 

 

２０２２～２０２３年度 第１回クラブ協議会開催 
次年度幹事 小田柿喜暢 

 ４月１５日（金）に伊勢幾を会場に「２０２２～２０２３年度第１

回クラブ協議会」を開催しました。次年度の役員、理事、委

員長の２０名が参加となりました。 

 次年度のＲＩ会長ジェニファー E. ジョーンズ氏および   

第２６５０地区ガバナー尾賀康裕氏の方針が紹介された後、

細江正人会長エレクトから「スローガン及び方針」「今後の主

なスケジュール」についての説明が行われました。また、幹

事より事業計画と予算案作成のお願いをしました。 

 新年度に向けて、各役割の理事・委員長・委員がご協力い

ただき、ご準備をお願いいたします。 

 ☆２０２２～２０２３年度 

  国際ロータリーテーマ 「イマジン ロータリー」 

  地区スローガン     「感動、感激、そして感謝」 

  彦根ＲＣ会長テーマ 

    「感謝して品格あるロータリーライフをもっと楽しもう!!」 

 

 

 

                   

   

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（2022.4.28） 

          

「ここだけの話」 

担当 ： 今村康博 君 

     

 

幕の内弁当 

井伊直政画像 
 

 井伊家初代となった井 

 伊直政(いいなおまさ)の 

 画像。直政は、15歳で 

 徳 川 家 康 の 家 臣 と な 

 り、断絶しかけた家を再 

 興、家康の天下掌握に 

 貢献しました。本画像 

 は、衣冠(いかん)姿で、 

 手 に 橘 紋 入 り の 中 啓 

 (ちゅうけい)を持ち、上 

 畳に坐る姿で描かれま 

 す。没後間もなく描かれ 

 た作品とみられ、直政の 

 面影をよく伝えます。 

 

                         （彦根城博物館所蔵） 

彦根ロータリークラブ週報   ２０２１～２０２２ ＶＯＬ.７０ ＮＯ.３４ 

第３３４８回例会 

２０２２．４．２１ 

開会点鐘 

ロータリーソング斉唱 

「それでこそロータリー」 

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 

 「人生の出会い」 

  担当：中川勝晴 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 

第２回クラブ職業奉仕担当者研修会に参加して 

                     会長エレクト 細江正人 

 ４月１６日（土）１４時から１６時の２時間、今年度第２回ク

ラブ職業奉仕担当者研修会にＺｏｏｍで参加しました。 

 北河原公敬パストガバナーの開会点鐘の後、一連のセ

レモニーや挨拶に続き研修に入りました。講師の矢野雅

史副委員長は「職業奉仕の起源～A.Fシェルドンについ

て」と題して、ロータリークラブの創成期１９０５年頃のシカ

ゴの世情とクラブ運営の在り方や理念の変遷などについ

て細かく説明がありました。無秩序な競争社会、劣悪な労

働条件、無為法と腐敗の街に、ポール・ハリスがシカゴ・

ロータリークラブを創設したことは会員皆が知るところであ

るが、アーサー・フレデリック・シェルドンが提唱した奉仕の

理念が今日のロータリークラブ奉仕活動の基本になったと

の興味深い話でした。第２部は報告で、その１は「令和の

寺子屋～食育を中心に」事業を京都南ＲＣ村田雅明氏、

その２は「キャリア教育in啓新高校」事業を福井ＲＣ増田喜

一郎氏がそれぞれ報告をされました。 

 

ゴルフ同好会第３回ゴルフコンペ報告 

                 ゴルフ同好会幹事 松田充弘 

 ４月１６日（土）に、彦根

カントリー俱楽部にて、第

３回のゴルフ同好会を開

催 しま した。日差 しもあ

り、雨の心配は全くない

空模様だったのですが、

風が強く、ホールによって

は被っていた帽子が飛ば

されてしまうほどの強風も吹いていて、クラブ

をバックから抜いたり戻したりと、クラブの番

手選びにも忙しいラウンドとなりました。そん

なハードなコンディションの中でも８２という好

スコアを出された大舘さんがベスグロ優勝と

なりました。本年度の同好会コンペも５月と６

月のあと２回を残すのみとなりました。年間総合優勝は誰

の手に渡るのか！皆さん最後まであきらめずに頑張ってく

ださい。次回以降のご参加もよろしくお願いします。 

              OUT IN GROSS HDCP  NET 

優 勝  大舘康伸 君 ４０ ４２   ８２  １０．０  ７２．０ 

準優勝  松田充弘 君 ４７ ５０   ９７  ２１．０  ７６．０ 

第３位  澤田和重 君 ４９ ４６   ９５  １９．０  ７６．０  

 

前回例会報告 

 会長の時間では、今日の言葉として「任

運」（にんうん）です。自然にまかせてる、運

まかせ、良いことも悪いことも自然にまかせ

ていこうということです。 

 続いて、カウンセラーの本

庄君より今年度の米山奨学

生のウニルさんの紹介があり

ました。ウニルさんからは、中

国内モンゴル自治区出身で

滋賀県立大学博士課程であ

ること、彦根での生活は４年

目になり、皆さんが優しくて暮らしやすい街であり、感謝の

気持ちとロータリー奨学生としての誇りをもって頑張ってい

きます。よろしくお願いしますと挨拶がありました。 

 本日の卓話は片岡哲司君で「あらためて

自己紹介」というテーマで話されました。 

 まずは、「今こそ滋賀を旅しよう！」のキャ

ンペーンの説明です。コロナ禍で大変な状

況を宿泊補助券で観光業界を盛り上げよう

との企画です。是非とも利用して頂ければ

と思います。次に双葉荘について、「ちいさなおやど」「双

葉荘商店」のパンフレットでうまだし醤油、ポン酢、合鴨の

ねぎしゃぶセット、近江牛のすき焼きなど通販での販売も

されいることの説明がありました。また、客室を現代のニー

ズに合わせて信楽焼の陶器の内風呂、洗面所を広くする

など改装しましたとのことです。「あらためて自己紹介」で

すが今年で７１歳になります。先日ＲＣで結婚記念日のお

祝を頂いたので家内とMIHO MUSEUMに桜を見に行きま

した。信楽も満開できれいでした。ＲＣのお陰で結婚記念

日を忘れずに済みます。１９５１年１月１日に大阪市都島

区中野町で片岡家の４男として生まれました。高校は同志

社香里で、大学は同志社でクラブは茶道部に属していま

した。学生生活は実質２年くらいしか学校に行っていませ

んが、充実していましたと話されました。 

お客さま 

ウニルさん（米山奨学生） 

ニコニコ箱 

（本日計 23,000円・累計 1,160,000円） 

米山奨学生ウニルさん、よろしくお願いします。また本庄 

  君カウンセラーお世話になります…青木君   

奨学生のウニルさんを彦根ロータリーでお世話させていた 

  だくことになりました…本庄君 

ウニルさん、彦根ロータリークラブにようこそ！…小田柿君 

内モンゴルよりウニルさんようこそ！ これからの１年間楽 

  しみにしています…伊藤君 

卓話お耳をけがします…片岡君 

明日１５日夕は次年度クラブ協議会です。お忙しいとは存 

  じますがよろしくお願いします…細江君   

ポールハリスフェローをいただきました。感謝…上西君 

主人の誕生日を祝って頂きありがとうございます。寄せ植 

  えは私が頂きます。ありがとうございます…渡邊君  

散る桜 湖畔にゆらゆら 花の帯…正村君 

会報・広報雑誌委員会  ／  澤田和重  正村嘉規  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 

４月２２日(金) 長浜東ＲＣ 「LPガスは最後の砦」     

４月２５日(月) 長   浜ＲＣ 「ＩＭ報告」      

４月２５日(月) 五 ・ 能ＲＣ 「夜間例会」       

４月２６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（％) 

４月１４日 ５１（１１） ２９（７） ０ ６１．７０ 

３月３１日 ５１（１１） ３２（４） ０  


