
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  上西君ご夫人美枝子さん（６月１日）   

           清水君ご夫人桂子さん（６月１９日）             

 

結婚記念日    鈴木君ご夫妻（６月１４日） 

 

入会記念日    田井中 徹君（２０１３年６月６日） 

 

 

新会員紹介       

 ６月２日入会されました新会員をご紹介します。            

 黒杭 隆政
く ろ く い  た か ま さ

 君 （ビール醸造） 

  生年月日  昭和４４年１月２０日 

  勤 務 先   キリンビール㈱滋賀工場 

                     工場長  

          （犬上郡多賀町敏満寺１６００) 

  趣  味   サイクリング・城めぐり 

☆黒杭君の入会により会員数は５２名になりました。 

 

 

６月はロータリー親睦活動月間です 

 クラブと地区は、特にロータリー親睦活動月間である６月中

に、親睦活動を推進するよう奨励されている。ガバナーは、

月信で親睦活動を推進し、親睦活動の一年の活動状況に

ついて地区研修・協議会または地区大会で報告するよう奨

励されている。親睦活動グループは、活動内容やロータリー

一般について関心を高めるため親睦活動の日を設けたり、

会員に情報を伝え、活動を推進するためのウェブサイトを運

営するよう奨励されている。 （ロータリー情報ハンドブックより） 

 

            

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（2022.6.23）   

  

副会長・理事期末挨拶 

     

 

幕の内弁当 

ペリー浦賀来航図 
 

嘉永6年(1853)6

月3日、アメリカ

東インド鑑隊司

令 長 官 ペ リ ー

は、アメリカ大統

領の国書を手渡

すため、浦賀•久

里浜(くリはま)に

上 陸し まし た 。

本図は、国書を

受け取る応接所の周辺に幔幕(まんまく)を張リ、海岸を警固す

る 様子を2方向から描いたものです。当時、彦根藩は相州警衛

にあたっておリ、藩兵を三浦半島に駐屯させていました。ペリー

の上陸時、彼らは久里 浜を警固しておリ、本図には約2000人

もの彦根藩士が朱地の旗を立てて海岸に整然と並んでいる様

子 が 描 かれ て い 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.４０ 

第３３５４回例会 

２０２２．６．１６ 

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 

 「死生観」 

  担当：秋野正誠 君 

閉会点鐘 

 

        於．料亭旅館 やす井  

彦根城を世界遺産に 



 

公共イメージ担当者会議報告 

             次年度公共イメージ理事 那須賢司 

 ５月２８日（土）ZOOMにて「２０２１～２２年度公共イメージ

担当者会議」が行われました。 

 第２６５０地区委員長藤本氏の挨拶の後、１．「My Rotary

の機能紹介と登録案内」、２．「ビジュアルアイデンティティ

の周知」、３．「地区WEBサイトの機能紹介と操作説明」に

ついて話がありました。 

 「My Rotaryの機能紹介と登録案内」では、登録すること

で、豊富な資料・情報収集やニュースレターの無料購読

ができる、などのメリットがあります。地区の登録率が

38.72％と、他の地区と比較してかなり低い。メンバーの方

に登録を促して欲しいと話されました。尚、当クラブの登

録率は90.20％で６位です。 

 「ビジュアルアイデンティティの周知」では、ビジュアルア

イデンティティとは、ブランドを視覚的に統一して伝えるこ

とであり、ロゴの適切な使用について、説明とお願いがあ

りました。 

 「地区WEBサイトの機能紹介と操作説明」では、１３歳か

ら５９歳までのインターネット普及率が９０％を超えている

状況。そういったことからも、地区WEBサイトを積極的に活

用し、情報を発信して下さい。また、自クラブでホームペー

ジをお持ちの場合、更新をきちんと行って下さい、とお願

いがありました。 

    

 

ロータリー研究会・懇親会報告 

                         会長 青木竺峰 

 ６月１１日（土）にホテルグランヴィア京都で「ロータリー研

究会及び懇親会」が行われ、出席しました。地区内のほと

んどの会長が出席されていました。 

 馬場益弘ガバナーの開会点鐘・挨拶で始まり、研究会

は、中澤忠嗣パストガバナー（地区研修・委員長）よりＲＩの

規定審議会の、人頭分担金の値上げのお話がありまし

た。２０２２～２３年度７１ドル、２０２３～２４年度７５ドル、２０

２４～２５年度７８．５ドル、２０２５～２６年度８２ドルに値上

げされますと、ＲＩの批判をされて研究会は終りました。 

 続いて懇親会が美味しい料理とお酒で和やかに行われ

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  左から 帰山（鯖江）会長・宮嶋（彦根南）会長 

           馬場ガバナー・山形ガバナー補佐・青木 

 

フードパントリーにて寄贈物品お披露目会 

エコバック配布       

                  社会奉仕委員長 本登忠雄 

 ６月１１日（土）午後１時１５分より、彦根市社会福祉協議

会にて当クラブ青木会長、渡邊副会長、上田幹事、本庄

君、北村君と、フードバンクひこねの皆様に利用していた

だく冷凍庫、保存用コンテナを紹介して、エコバックを会

員より手渡しでお配りしました。色とりどりのエコバックがあ

り、私はこの色がいいとか、私はこの柄がいいとか和気

藹々とお配りすることができました。 

 米山奨学生のウニルさんは昨年からフードパントリーの

ボランティアをされていて、こちらの事業のお手伝いもして

くれました。 

 今回の事業を通じて地元の皆様に少しだけですが、奉

仕することができたと感じております。色々とご協力ありが

とうございました。   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会員増強分科会報告 

                             松田充弘 

 ６月７日（火）に伊勢幾さんにて、会員増強分科会を開

催しました。今回は６５歳以上のメンバーを対象とし、１４名

の方々にお集まりいただきました。 

 最初に田井中（徹）委員長の方から、現在のメンバーの

年齢構成や入会年月日などをグラフや表を使い説明があ

り、現状の課題について具体的なデータとして共有するこ

とが出来ました。 

 その後、皆さんから会員増強についてのご意見を頂き

「ロータリーに限らず、他の団体も会員増強の課題を抱え

ている現状は同じ」「奉仕の意味をもう一度見つめ直すこ

とが大事」「ロータリーの良さを外部の人にもしっかりと知っ

てもらうために効果的な発信も必要」「ステイタスが感じら

れ地域であこがれられ

る 存 在 に」な ど ロ ー タ

リー歴が長いメンバーさ

んも多く、ロータリークラ

ブへの愛の溢れる貴重

なご意見をたくさん頂き

ました。 



   

スパニッシュ料理を楽しむ会開催 

                            上田勝之 

 ５月２６日（木）美食のスパニッシュ料理を楽しむ会を１０

名の参加でＧｉｒａｓｏｌｅで開催しました。まずは国内の産地

別の牡蠣から始まり、バスクの新しい料理手法を用いた

数々のプレートに歓声を上げながら進みました。意表をつ

いた料理を楽しむことができました。イタリアワインもかなり

進みあっという間に時間が過ぎていきました。次回は、違う

お店で開催したいと思います。 

 

 

ウニルさんと習字のお稽古 
             次年度米山奨学委員長 小島充子 

 ６月１０日（金）習字のお稽古が始まりました。 

 米山奨学生のウニルさんがお習字を習いたいと希望。カ

ウンセラーの本庄さんよりお話があり、紆余曲折しました

が、事務局で、募集するでもなく集まった岡田さん、渡邊

さんを交え精鋭５人が、岡野有泉先生に月２回ご指導を

受けることになりました。 

 まずは筆の使い方、線の引き方、住所氏名の書き方から

スタート。若さも意欲もあるウニルさんの上達は素晴らし

い。 

 最終の目的は好きな一文字を書いて掛け軸に仕上げる

ことです。 

 自分の趣味って何があるかなと考えたとき、ありそうでな

かなか無い感じですがご紹介させていただきます。 

 まず一つ目は野球観戦です。プロ野球、社会人、高校

野球等いろいろ行きましたがやっぱり甲子園で開催される

高校野球が好きです。小さい時に行ったこともあるのです

が、社会人になって駒大苫小牧が初優勝したころから毎

年センバツと選手権大会は野球好き仲間と見に行ってま

した。調子に乗って一日で生ビール１５杯飲んだこともあり

ましたが、今はコロナでなかなか行けないですが早く終息

して甲子園でビールが飲みたいです。 

 二つ目は競馬です。高校二年生の時に知り合いのお父

さんに中山競馬場に連れて行ってもらったのがきっかけで

す。１９９0年１２月２３日オグリキャップラストランです。

唯々、高校生ながら興奮していたのを覚えています。競馬

場には何年も行ってませんが、最近は競馬新聞を見て血

統予想を楽しんでます。特にダート血好きで米国型ミスプ

ロ系のパイロやエンパイヤメイカーの子は走るとか。。。あ

まり書きすぎると長くなるのでこの位にしておきたいと思い

ます。またどこかでお話しする機会があればお話ししたい

と思います。 

 

親睦旅行報告 

                  親睦活動委員長 後藤元一 

 ６月４日（土）～６月５日（日）に、３年ぶりの親睦旅行を行

い、会員１９名が参加されました。 

 ６月４日１０時３０分に彦根商工会議所前からバスにて富

山に向けて１泊２日の旅行へと出発しました。 

 １日目昼食として、鯖江の「聴琴亭」さんで、おそばを…

竹の容器で趣のある所でした。（仏壇が立派でした。。。） 

 昼食を終わらせ、次は高岡へ向かい、富山県唯一の国

宝瑞龍寺を訪問しました。当日に瑞龍寺ご住職がロータリ

アンであること、現地案内をしていただけることをお聴き

し、慌てましたが、ご住職の四津谷様の面白い説明で笑

いのある訪問となりました。 

 その後、富山市へ。宿泊はホテルJALシティ富山という

今年３月にオープンしたホテルでした。 

 夜の宴会は、「磯料理 松月」にて白エビ中心の磯料理

を食し、楽しいひと時を過ごしました。（一人当たり５００尾

弱の白エビをいろいろな形で食しました） 

 ２日目、ゴルフ組は、小杉カントリークラブにて、コンペ。

観光組は世界で一番美しいスターバックスといわれる富

山市環水公園内のスタバでお茶をした後、魚津の蒲鉾工

場で細工蒲鉾を見学。その後、宇奈月温泉延對寺荘にて

昼食と温浴を楽しみました。 

 往復のバスの中は、コロナの関係で飲酒等は適わず、

車内ビデオ鑑賞となり、物足りないと感じられた方もいた

かもしれません。。。（「青い山脈」は、ロケ地が彦根であっ

たので、懐かしく鑑賞された方もあったかと思いますが…） 

 ６月５日２０時に彦根商工会議所に戻ってきて、今回の

親睦旅行終了となりました。 

 ご参加の皆様のおかげで無事旅行を終えることができま

した。ありがとうございました。 

 

 

私の趣味              佐々木治郎 



出席報告 

他クラブプログラム予定 

前回例会報告 

 最初に、黒杭隆政君の入会式が行われました。キリン

ビール(株)滋賀工場の工場長として赴任され以前も２０１４

年から４年間滋賀工場に勤務されていた経緯があり、彦

根には馴染みがあるとのことです。今回彦根ロータリーク

ラブの一員となり、彦根のために活動していきたいと意気

込みを述べられました。 

 会長の時間では「無一物中無尽蔵

（むいちもつちゅうむじんぞう）」という

言葉についてお話しされました。無

一物とは何もない空っぽの状態、逆

に無尽蔵とは非常に多いという相対

的な言葉でありますが、ガラクタの詰

まった心の中を空っぽにすれば宇宙

からの知恵を授かれるという意味があ

るとお話しされました。 

 続いて米山奨学生のウニルさんが、社

会活動として食品ロス削減を目指す組

織に参加し、月２回活動していると報告

されました。 

 卓話の時間では、お茶同好会が担当

され、戸所岩雄君指導の下、ロータリア

ンの皆さんがお茶会で恥を掻かないように、また、気後れ

しないようにと茶室を模したスペースを作り、お茶作法の

講習会を開かれました。基本的にお茶の世界は「一期一

会」という言葉が浮かびますが、井伊直弼は同じ人であっ

ても時間や季節が変わればその都度楽しみ方が変わると

いう考えの持ち主で、亭主が客人を誠心誠意もてなし、お

互いが気持ちよくなるためにゆったりと豊かな時間を過ご

せるように努めたとのことです。メンバー全員にお茶が運

ばれましたが、水屋の人数が少ないので時間が掛かり過

ぎた、次回は水屋の人数を増やしてリベンジしたいと戸所

君が続編を企画しているようです。 

 

 

 

 

        

  

 

 

 

 

    （銘 すだれ蛍） 

 

お客さま 

ウニルさん（米山奨学生） 

 

ニコニコ箱 

（本日計 54,000円・累計 1,363,000円） 

黒杭君入会おめでとうございます。よろしくお願いします 

  …青木君 

入会させていただきました。ありがとうございます…黒杭君 

黒杭さんご入会おめでとうございます…上田君、宮川君 

お茶事始め楽しみ下さい…戸所君 

たいへん暑くなってきました。お点前に感謝…細江君 

お茶同好会の皆様、本日はお世話になります…本庄君 

お茶同好会のお茶会楽しみに参りました…渡邊君 

お茶事始めお手伝いさせていただきます…小島君 

お茶同好会の「お茶事始め」のお手伝いをさせて頂きま 

  す。よろしくお願いします…嶋津君   

ロータリーの友６月号に米山奨学生の祝・卒業茶会の記 

  事がのりました。うれしい～…嶋津君   

誕生日を祝っていただいて…佐々木君 

妻の誕生日を祝っていただいて…宮川君、中川君 

結婚記念日を祝っていただいて…今村君、戸所君 

入会記念日を祝って頂いて…本登君、和田君、秋野君 

恋心 マスクはずせば 花と散る サラリーマン川柳より 

  …正村君 

ロータリーの友６月号に「米山奨学生の祝卒業茶会」が 

  掲載され、名前までのせて頂きありがとうございました 

  …藤井（事務局）   

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 

６月１７日(金) 長浜東ＲＣ 「年度末最終例会」     

６月２０日(月) 長   浜ＲＣ 「これからの学校教育の 

             あり方」      

６月２０日(月) 五 ・ 能ＲＣ 「フォーラム」       

６月２１日(火) 彦根南ＲＣ 「役員挨拶」                

 会員数 当日出席 ﾒｰｷｬｯﾌﾟ 出席率（％) 

６月 ２日 ５２（１１） ３３（５） ０ ７０．２１ 

５月１９日 ５１（１１） ３２（５） ０  


