
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    渡邊僖子君（５月２７日） 

            大舘康伸君（５月３０日） 

ご夫人誕生日  大舘君ご夫人佳代子さん（５月２９日） 
           上西君ご夫人美枝子さん（６月１日） 

                  

２０２２～２０２３年度 滋賀県下ＲＣ会長幹事交流会報告 
                     次年度幹事 小田柿喜暢 

 ５月２３日（月）ホテルニュー

オウミにて「２０２２～２０２３年

度 滋賀県下ロータリークラ

ブ会長幹事交流会」が開催

されました。滋賀県下２１クラ

ブから次年度会長幹事が集

まりました。 

 最初に、２０２２～２０２３年

度第２６５０地区ガバナー尾賀様より挨拶とガバナー賞への
積極的なチャレンジとポリオ奉仕デーの事業への組み込み

のお願いがありました。その後、３グループに分かれ、クラブ

紹介や事業計画、現況などの意見交換を行いました。各クラ
ブ共通の話題では、コロナ禍下での会員増強の取り組みの

難しさが挙げられていました。１５時から１７時までの２時間と

いう限られた時間でしたが、久々のリアル開催で改めて交流

の大切さを実感しました。 

 尚、次年度ＩＭは、２０２２年１１月２６日（土）にホストは湖南

ＲＣ、びわ湖大津プリンスホテルにて開催予定です。また、

次年度の会長幹事交流会は２０２３年５月１３日に長浜の予
定です。 

 

会員増強分科会開催               小田柿喜暢  

 ５月２１日（土）に伊勢幾にて「会員増強分科会：６５歳以

下」が開催されました。開催趣旨は、「彦根ロータリークラブ
の会員増強に向け、各メンバーとの意見交換の場を設け、

積極的な会員増強策を話し合う。各年齢により考え方は

違っていると思われるので、今回は年齢層を分けての開催」

でした。 
         

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（2022.6.2）    

  

「お茶 事始め」 

担当 ： お茶同好会 

     

 

幕の内弁当 

黒漆塗松竹梅蒔絵駕籠 

  

 

 

 

13代井伊直弼の娘弥千

代(やちよ)の婚礼調度と

して調えられた女駕籠。

黒 漆  塗 に 松 竹 梅 、 橘

紋、葵紋を蒔絵した意匠

です。内部は金地に四

季の花鳥が 彩色で描か

れ、華やかな空間を演出 

しています。 

彦根ロータリークラブ週報   ２０２１～２０２２ ＶＯＬ.７０ ＮＯ.３８ 

第３３５２回例会 
２０２２．５．２６ 

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 

 「ＲＹＬＡ報告」 

  ゲスト：ＲＹＬＡ受講者  

        西邑 映美 様 

  担 当：青少年委員会 

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 

 冒頭に、田井中（徹）会員増強委員長より、過去からの

会員数変動、現状の会員年齢構成、ファミリー会員制度

などが説明されました。その後、意見交換が行われ、「ファ

ミリー会員制度は、彦根ロータリークラブの意義や良さを

知っている現会員が、それを親族等に伝え将来の会員候

補にすることはとても重要だと思われます」「ファミリー会員

制度だけでは、新会員増加にはつながりにくい（現状維

持以上にはならない）」「今までにはやっていない方法で

の勧誘活動も必要」「今の若い世代はライオンズやロータ

リーに魅力を感じていない。入りたくなるような会づくりも必

要」等の意見が出ました。意見交換の最後には委員長より

入会勧誘候補者のピックアップのお願いがありました。 

 今後も会員増強分科会が開催されます。皆様の前向き

な忌憚ない意見をお願いします。 

 

グルメ同好会開催                 上田勝之 

 ５月１９日（木）春のグ

ルメ会、近江牛しゃぶス

テーキ ｉｎ 心華房を１０

名の参加で開催いたし

ました。 

 自家製シャルキュトリ盛

り合わせから始まり、牛

すじ入りフランや近江牛

の刺身盛り合わせなどの後、メインの鉄板焼きとして近江

牛サーロインを焼きしゃぶとして３種類の焼き上げで楽し

みました。滋賀県内での開催が続いておりますが、美味し

い料理と楽しい時間を過ごさせて頂きました。  

 

ゴルフ同好会第４回ゴルフコンペ報告 
                 ゴルフ同好会幹事 松田充弘 

 ５月２１日（土）小雨のぱらつくあいにくの天候でしたが、

５組１７名の参加を頂き、彦根カントリー俱楽部にて同好

会コンペを開催しました。先日ゴルフの聖地オーガスタナ

ショナルGCまでマスターズトーナメントを見に行かれた石

原さんから、マスターズ土産の品を賞品としてご提供いた

だき、ロゴ入りポーチは６位の本登さんが、ピンフラッグは

最下位の私松田がありがたく頂戴しました。石原さんお気

遣いありがとうございました！ 

 優勝は安居（継）さん。ご本人曰く彦根では久しぶりの好

スコアということでおめでとうございました。次回はいよいよ

最終のコンペです。年間総合優勝の栄冠は誰の手に渡る

のか！双葉荘さんでの懇親会も予定しています。皆様の

ご参加お待ちしています。 

              OUT IN GROSS HDCP  NET 

優 勝 安居 継彦 君 ４４ ４４   ８８  １２．０  ７６．０ 

準優勝 本庄 秀樹 君 ４７ ４８   ９５  １９．０  ７６．０ 

第３位 田井中 徹 君 ４３ ４６   ８９  １２．０  ７７．０ 

 

 

前回例会報告 

 会長の時間では、密教の教えで

ある「阿吽」について、すなわち宇

宙の初めと究極を意味するもので

あり、生と死も含めてすべて万物の

根源について意識を集中して追求

していく姿勢と悟りの心を意味する

ものと考えられます。また、「阿吽の呼吸」と言われるが、

二人以上でひとつのことをする時に気持の一致する、微

妙なタイミングとも考えられますと話されました。 

 本日の卓話は新会員スピーチで福尾伸哉君が話されま

した。 

 ５月２０日に自己紹介として話をしまし

た。年齢は５０歳、自宅は瀬田、家族は

妻、長男、次男の４人家族です。昨年１０

月から滋賀銀行彦根支店・彦根駅前支店

長として赴任しました。銀行での経歴は、

平成７年４月に栗東支店に入社以来、１２

回の転勤を経て、今に至っています。今まで勤務してきた

中で、一番思い出深いのは東京事務所です。東京事務

所は東京支店のビル内にあり、業務内容は東京での役員

秘書・各種情報収集・その他特命業務と通常の銀行業務

とは全く違ったことをやっている部署です。滋賀銀行と同

じ地方銀行が全国に６４行あり、各行の東京事務所長とお

互いに企業価値の向上に繋げられるように親密な関係を

築いて、情報交換をしていました。各行の事務所長と親し

くなる中、富士山登山・東京湾での釣り等貴重な経験をす

ることができ、かけがえのない思い出となりました。こんな

私ですがこれからもよろしくお願いいたしますと挨拶されま

した。 

 その後、青木会長より４月２３日に開催されました第１組Ｉ

Ｍの報告がありました。 

ニコニコ箱 

（本日計 4,000円・累計 1,255,000円） 

日々執行の日が近づいてくる心境です。どうぞよろしくお 

  願いします…細江君 

病室は 緑の風と 青の湖…正村君 

（5/25口座引落3,000円・累計1,258,000円） 

誕生日を祝っていただいて…井の下君 

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 

５月２７日(金) 長浜東ＲＣ 「イニシエーションスピーチ」     

５月３０日(月) 長   浜ＲＣ 「新旧クラブ協議会」      

５月３０日(月) 五 ・ 能ＲＣ 「駅前広場清掃」       

５月３１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（％) 

５月１９日 ５１（１２）  ３２（６） ０ ７１．１１ 

４月２８日 ５１（１１）  ３６（７） ０  


