
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   森 育男君（６月２４日） 

 

結婚記念日   土橋君ご夫妻（６月２６日） 

 

 

会員増強分科会報告 

                               後藤元一 

 ６月１６日（木）例会終了後、料亭旅館やす井様にて、会員

増強分科会を行いました。 

 出席者は青木会長、上田幹事、田井中（徹）君、黒杭君、

土橋君、井上君、後藤の出席でした。企業所属の会員から

みた増強についてのミーティングとなりました。 

 地域にインフラを提供している企業が現在参加していただ

いている現状の中、今後も参加企業の拡大は可能なのか、

また参画頂いている企業がＲＣ活動をどのように考えている

かを伝えていただきました。 

 彦根での活動実態が縮小している中において、今後の継

続への危機感を伺うと同時に、どうやったら参画企業を増や

せていけるかが焦点となり、取り急ぎ彦根に活動拠点を置い

ている企業のリスト作成を行うことが決まりました。 

 

   

第５回ゴルフ同好会ゴルフコンペ報告 
                  ゴルフ同好会幹事 松田充弘 

 ６月１８日（土）に彦根カントリー倶楽部にて、本年度最終の

同好会コンペを開催しました。梅雨にも入り、天気も心配し

ていたのですが、雨も降らず、日差しも差さずのちょうどよい

天候となりました。また、今回はラウンド終了後、双葉荘さん

にて懇親会も開催しました。同好会での懇親会も約２年ぶり

で、おいしい料理を楽しみながら大いに盛り上がりました。 

 最終回の優勝は、７７の好スコアで石原さんが、そして本年

度の年間総合優勝は、毎回安定したスコアで上位に入って

いた本庄さんが見事に獲得されました！ 

         

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（2022.6.30）   

  

      最終例会  

      １７：３０～  於．料亭旅館 やす井 

     

 

幕の内弁当 

朱漆塗紅糸威縫延腰取二枚胴具足. 
 

 

13代井伊直弼(なおすけ)所

用として名高い1領。胴廻り

や半頰(はんぼお)などが大

きく作られ、直弼の恰幅のよ

い体格が窺えます。形式と

しては、2代井伊直孝(なお

たか)の具足をよく模してい

ます。具足下(ぐそくした)や

足 袋、鞭、弁当箱など、道

具類一式が伝存し、出陣装

束の全貌が分かる好資料 

でもあります。 

 

   （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.４１ 

第３３５５回例会 
２０２２．６．２３ 

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 
 「期末挨拶」 
  副会長        渡邊 僖子 
  公共イメージ理事   澤田 和重 
  クラブ管理運営理事  安居 継彦 
  奉仕プロジェクト理事 本登 忠雄 
  財団・奨学金理事   嶋津 慶子 
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 

 本年度ご参加頂いた皆様ありがとうございました。来年

は上田会長のもと、さらに楽しい運営になると思います。

私も年間優勝目指して腕をあげていければと思います。

今後ともよろしくお願いいたします。 

              OUT IN GROSS HDCP  NET 

優 勝 石原 成郎 君 ３７ ４０    ７７  ６．０  ７１．０ 

準優勝 小田柿喜暢君 ５０ ５１  １０１ ２７．０  ７４．０ 

第３位 大森修太郎君 ５３ ５７   １１０ ３６．０  ７４．０ 

 

 私の趣味といえば、今までの洋服の仕事を無事卒業し、

その時始めた日本画。ちょうどロータリー入会と同じ時期

でした。仕事を辞めて家に篭ってしまってはとロータリー

に、そして好きな事をして過ごそうと始めたのが日本画。   

 学生の頃は油絵を描いていましたが、学校卒業後は家

業に没頭。これも楽しかった！仕事が趣味！なんてファッ

ションの面白さを満喫していましたがね。３０年間絵筆は

握っておりませんでしたが、日本画を始めると、これまた面

白い！日本画は岩絵の具・胡粉などに膠（にかわ）を接着

剤として描きます。冬は膠が固まるため室温は２０度以上

に。天然の岩絵の具は宝石を砕いたもので美しく、粒子の

大きさにより色の濃淡があり、それを塗り重ねる事により、

より深みのある味わいが出てきます。大変手間のかかるも

のですが、それ故に楽しいものです。 

 ここ最近いろんな事に挑戦しようと昨年は、春の日展・日

春展に出品、個展もしましたが、母の介護もあり大変でし

た。でも辞められません。 

 これからもぼちぼち挑戦しつつ、この道に導いて頂き、

ご指導頂いた故寺村晴雄先生に感謝し、いつまでもこの

素晴らしい世界に浸っていけたらなと思っております。 

 

前回例会報告 

 会長の時間では、「色即是空 空即

是色」(しきそくぜくう・くうそくぜしき) と

いう言葉について話されました。般若

心経からの言葉で、私たちは変化す

る世界を生きており、何か問題があっ

たとき体当たりするよりスポンジのよう

に受け止めて対話していけば道は開

けてくるのではないか、現実世界は仮の世界だと思うこと

で厳しいことも柔らかく受け止められるのではないかという

お話でした。 

 卓話の時間では、秋野正誠君が「死

生観」についてお話されました。昨年９

月に余命半年～１年と宣告され、現在

抗がん剤による治療を受けながら何と

か普通の生活をしているとの事。２０１９

年１０月にすい臓がんが見つかり全摘

手術を受けられました。通常すい臓が

んの場合、５年生存率が５．２％といわれる中で３年経過し

ても経緯は良好でしたが、昨年９月に転移と思われる節が

あったので検査した結果、すい臓には問題がなく、原因

不明による原発不明がんだと診断されたそうです。そこで

余命宣告され、生きるということ死ぬということを考え始め

たとのことです。人生で生きていると実感したのは、学生

時代ボートでオリンピックを目指していた時、上場を目指し

企業した時、平和堂の創業者にお世話になった時、すべ

て先に希望を持った時であり、逆に３８歳で大型倒産をし

た頃は自殺を考え、２０１９年にすい臓がんを患った時と

昨年余命宣告をされた時に死を意識したそうです。８０歳

を超えた今は死を直視できるようになり、終活を楽しんで

いるとのこと。今年の初めから意識のある内にと親しかっ

た方々へ形見分けをしていると話され、棺の中に愛犬の

ぬいぐるみを入れてほしいとお願いしているとのことです。

一人の人間として顧問先の経営者の皆さんには、生き急

がないように、死に急がないように、業績が急上昇すれば

必ず急降下するという自身の経験からお伝えしているそう

です。正直あとどれだけ生きられるかはわからないが、

日々是好日という言葉のとおり過ごしたい、最後に一言残

すとしたら「わが人生に悔いなし」こう言える人生を送れた

ことに感謝していると話されました。 

 

ニコニコ箱 

（本日計 43,000円・累計 1,406,000円） 

本庄元会長、前大舘会長、青木現会長様には、コロナ禍 

  の中いろいろ運営して頂き感謝しています。次年度は 

  細江エレクト様大変お世話になります…安居（秀）君  

ご無沙汰です。秋野さんの卓話を聞きにきました 

  …小椋君 

卓話の時間をいただいて…秋野君 

親睦旅行では後藤様大変お世話になりありがとうございま 

  した。瑞龍寺の見学には住職の時代を思わせる声で 

  説明をいただき素晴らしかったです…田部君  

親睦旅行ではお世話になりました…安居（継）君 

大森様、上西様ベネファクターになっていただきありがとう 

  ございました…嶋津君 

妻の誕生日祝 感謝…清水君 

妻の誕生日を祝っていただき感謝…上西君 

結婚記念日お祝いいただきありがとうございます。２３年間 

  仲良くさせていただいております…鈴木君   

入会記念を祝っていただいてありがとうございます 

  …田井中（徹）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 

６月２４日(金) 長浜東ＲＣ 「休会」     

６月２７日(月) 長   浜ＲＣ 「最終夜間例会」      

６月２７日(月) 五 ・ 能ＲＣ 「三役離任挨拶」       

６月２８日(火) 彦根南ＲＣ 「最終例会」                

 会員数 当日出席 ﾒｰｷｬｯﾌﾟ 出席率（％) 

６月１６日 ５２（１２） ３８（７） ０ ８０．８５ 

５月２６日 ５１（１２） ３２（５） ０  

私の趣味               小島充子 


