
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） 

ご挨拶 

                  会長 青木竺峰 

 ２０２１年６月２４日、前年度大舘会長から、

会長バッジを引継ぎ「明るく楽しいロータリー

ライフを」をテーマにやってきました。 

 ２０２１年１１月１８日、ガバナー公式訪問で

馬場益弘ガバナーのガバナーアドレスを拝

聴しました。 

 ２０２１年１２月２日、年次総会が開催され、次年度役員・理

事が承認された。及び、彦根ローターアクトクラブを終結する

ことに決まりました。 

 ２０２１年１２月１６日、年忘れ家族会が料亭旅館やす井で、

ロータリアン３３名、家族１４名（小学生以下６名）の参加で行

われ、アトラクションはアルス&ポン太theスミスによるマジク

ショーを楽しみました。 

 ２０２１年度米山奨学生の張 暁平さん「祝 卒業茶会」が

ひこね市文化プラザ和室研修室で行われ、張さんは、二席

お点前を披露しました。 

 ２０２２年３月１８日、ウクライナ人道危機救援金として、クラ

ブより２０万円、有志の会員からの３９６，０００円を日本赤十

字社へ送金しました。 

 ２０２２年４月３日に第２６５０地区大会が国立京都国際会館

で、開催され、当クラブからは１２名が参加しました。 

 ２０２２年４月１５日、国際奉仕事業は、中国内モンゴル地

区砂漠緑化推進運動を展開し、植林活動を行いました。宮

城県のＮＰＯ法人メイクハッピー代表者谷口氏にお任せで

行いました。コロナ禍でロータリアンの参加はゼロでした。 

 ２０２２年４月２１日臨時総会で、ファミリー会員制度の導入

と「ひこねＲＣ」基金が採択されました。 

 ２０２２年４月２３日、ヴォーリズ学園平和礼拝堂で第１組IM

が開催され、基調講演は、田瀬和夫氏「地域企業から広が

る『六方よし』の社会とSDGs」のテーマで講演頂きました。    

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（2022.7.7）   

  

 新年度役員挨拶 

     

 

特別御料理 

大坂夏の陣図（若江合戦図） 山縣岐鳳筆 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

慶長20年(1615)の大坂夏の陣のうち、5月6日、若江(大阪府東

大阪市)で井伊隊が大坂方の木村重成(きむらしげなり)隊と

戦った若江合戦。井伊家の軍勢の活躍が画面全体に表現され

ており、旗指物(はたさしもの)に藩士の姓名が記され、個別藩

士が識別できる描き方となっています。彦根藩士が先祖 の武

勲を顕彰するために描かせた掛幅と考えられます。遠景には

右手に大坂城、左手には四天王寺が描かれています。作者の

山縣岐鳳(1776-1847) は、湖北•長浜を中心に活躍した絵師。 

                         （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.４２ 

第３３５６回例会 
２０２２．６．３０ 

 
開会点鐘  17:30～ 
ロータリーソング斉唱「奉仕の理想」 
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 
 「期末挨拶」 
   ＳＡＡ    秋野正誠 
   幹 事    上田勝之 
   会 長    青木竺峰 
バッジ交換 
会長エレクト挨拶 
花束贈呈 
閉会点鐘 
 
懇親会   18:10～ 
 
         於．料亭旅館 やす井  

彦根城を世界遺産に 



 ２０２２年５月２６日、RYLAの研修（５月２０～２２日）の報

告が、受講者、千成亭の西邑映美さんよりありました。   

 社会奉仕事業 

 ２０２２年５月３０日、フードバンクひこねへ冷凍庫一台・

折り畳みコンテナ５０個・エコバッグ２８０個（あじさい福祉

会の障害者が作成したもの）贈呈式が彦根市社会福祉協

議会を通じて行われました。ＲＣ３名、社協５名参加。 

 ２０２２年６月１１日、フードパントリーで贈呈品披露・エコ

バッグを配布しました。ＲＣ６名・米山奨学生1名参加。 

 ２０２２年６月４日～５日、親睦旅行は３年ぶりで実行でき

ました。１日目は鯖江の「聴琴亭」・高岡の瑞龍寺参拝・宿

泊はホテルJALシティ富山・夜の宴会は「磯料理 松月」

翌日はゴルフ組は小杉カントリークラブ・観光組は、宇奈

月温泉 延対寺荘で楽しい旅行となりました。  

 ２０２２年６月３０日最終例会 

 コロナ禍で思うように活動ができなかったが、まあまあの

活動ができました。これも皆様のご協力のおかげでありま

す。心より御礼申し上げます。 

 

 

ご挨拶 

                幹事 上田勝之 

 皆様のおかげで２０２１～２０２２年度の活

動を無事に終えることが出来ました。感謝

申し上げます。 

 この年度も感染症対策のため、一部

ZOOMでの開催及びハイブリッド開催がご

ざいましたが、少しでもリアルの例会開催

が出来るように尽力してまいりました。 

 納涼例会は叶いませんでしたが、年忘れ家族会や各種

同好会の実施、そして３年ぶりの親睦旅行ができたことな

ど、少しずつ元に戻すことができました。新会員も入って

いただきましたし、新しい同好会も立ち上げていただきま

した。 

 また、前年度からのひこねＲＣ基金の案件、会員増強の

ためのファミリー会員制度も承認され、前に進めることがで

きました。青木会長のもと「明るく 楽しい ロータリーライ

フを」実施できたこと心より有難く思っております。 

 

 

 

「ロータリー希望の風奨学金」ご支援の御礼 

 ガバナーよりお礼状が届いております。 

 

 平素よりロータリー活動にご尽力、また地区運営に深い

ご理解とご協力を賜り誠にありがとうございます。 

 さて今般は、震災遺児、孤児への奨学資金支援活動

「ロータリー希望の風奨学金」に対しご寄付ご支援を賜り、

誠に有難うございます。 

 年度末に「ロータリー希望の風奨学金」を推進する 

ロータリー東日本大震災青少年支援連絡協議会へ地区と

して送金させて頂きます。 

 略儀ながら書中をもちましてお礼申し上げますとともに、

貴クラブの益々のご発展をお祈り申し上げます。 

 

 ご挨拶 

                         ＳＡＡ 秋野正誠 

 今年度、コロナ禍次の３点を重点取組と

してスタートいたしました。 

 一．例会でのコロナ対策 

 二．ベテラン会員とフレッシュ会員の 

            コミュニケーション作り 

 三．気品のある有意義な例会の運営 

１年を総括しますと 

一．については、検温、手指消毒、マスク着用、アクリル 

   板、ロータリーソングの声だし禁止等、対策は出来て 

   いた。 

二．については、会場レイアウト（スクール形式、コ字型が 

   望ましい）の関係もあり、推進出来なかったが、副ＳＡ 

   Ａの本庄君の努力で少しコミュニケーション作りが出 

   来た。 

三．については、一部のベテラン会員の例会中の私語は 

   見つけられたが、全体として私語はなくなり、会員卓  

   話が充実していた。 

 私自身、体調がおもわしくなく、充分活動できませんでし

たが、副ＳＡＡの本庄君や青木会長、上田幹事を中心とし

た執行部の努力で、コロナ禍全体的に良い例会運営ができ

たと思う。 

 

 

 私は、みなさんに誇れるような趣味は特にないのです

が、過去に夢中になったものの遍歴をご紹介したいと思い

ます。 

 大学時代はバイクに夢中でモトクロスや５０㏄のミニバイ

クレースに出たり、一時期は5台ぐらいのバイクを持ってま

した。結婚を機に、妻から危険！絶対ダメ！と釘をさされ、

バイクは渋々降りたのですが、唯一バイクっぽい、風を体

感できる車、ユーノスロードスターだけは、ゴキブリみたい

できらい！と言われながらも手元に残しました。ただ、この

愛車も、北陸への転勤を機会に、雪道走行が困難という

理由で、後輩に５万円で譲りました。思い出の車です。 

 また、社会人になってから、特に東京勤務の時は、冬季

の毎週土日は雪山でスノーボードに明け暮れてました。

新潟、長野、群馬、栃木、北海道と毎週末はどこかのス

キー場に出没しておりました。当時はスノーボード人口は

まだまだ少なかったのですが、バートンという有名メーカの

板を買うために、高崎まで行ったことを思い出します。こち

らも子供ができてから、遠のき、今では倉庫に眠ってま

す... 

 中学時代から一貫して続いているものがあります。ゲー

ムです。当時はファミコン、メガドライブ、プレステなど家庭

用ゲーム機から始まり、今では主にスマフォです。ちょっと

した隙間時間だったり、ボーとしたいときに何となくやって

いる感覚です。最近では同じゲームをやっている見知ら

ぬプレイヤーと、LINEでやりとりするようになり、会ったこと

もない人と友達になれるという感覚が非常に新鮮で、ドキ

ドキします。多分、私の趣味は、現実逃避なんじゃない

か？と思う今日この頃です。 

私の趣味               土橋潤也 



＜２０２１～２０２２年度を振り返る＞ 

７月 １日 初例会 

  １５日 彦根南ＲＣ宮嶋会長来訪 

 

 

 

 

 

 

 

８月 ５日 和田彦根市長卓話 

  １９日 公式訪問事前クラブ協議会（会議所） 

  ２１日 第１回お茶同好会（中川一志郎窯） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９月 ２日 鈴木大祐君入会 

    ９日 オンライン例会 

 

 

 

 

 

 

 

１０月９日  第２回お茶同好会（龍鱗） 

   ２１日 伊藤容子君入会 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１月４～１８日 情報集会開催 ５班に分かれて 

   １８日 馬場益弘ガバナー公式訪問例会 

 

 

 

１２月 ２日 福尾伸哉君入会 

   １６日 バザー・年忘れ家族会（やす井） 

 

 

 

 

 

 

 

１月１３日 新年例会（やす井） 

 

 

 

 

 

 

 

３月 ５日 張 暁平さん祝卒業茶会（文化プラザ） 

  １８日 ウクライナ人道危機救援金送金 

 

 

 

 

 

 

 

４月 ３日 第２６５０地区・地区大会（国際会館） 

  １４日 新米山奨学生 ウニルさん 

  ２３日 第１組ＩＭ（ヴォーリズ学園本館・オンライン） 

 

 

   

 

 

 

 

５月３０日 フードバンクひこねへ冷凍庫・エコバック 

       コンテナ・クーラーボックス寄贈 

６月１１日 フードパントリーにてエコバック配布 

 

 

 

 

 

 

 

６月 ２日   黒杭隆政君入会 

  ４～５日 親睦旅行（富山） 

 

 



出席報告 

他クラブプログラム予定 

前回例会報告 

 この２年間、コロナ禍にゆれるロー

タリー活動を、ガバナー補佐として積

極的に支えて来られた中川豊太良

ガバナー補佐が退任の挨拶に来ら

れ、地区への協力への御礼と感謝を

述べられました。馬場益弘ガバナー

の「活力と輝き －ロータリーの基本

を大切に－」のスローガンから職業

奉仕と例会出席の大切さを認識する中にロータリーの魅

力の再発見を見出すことができたとの喜びを述べておら

れました。 

 青木会長からは禅家の公案の中

から「心頭滅却灰自涼」（心頭滅却

すれば火もまた涼し） 

 （Ｉｆ ｙｏｕｒ ｍｉｎｄ ｉｓ ｉｎ ｔｕｎｅ  

  ｗｉｔｈ Nｏｔｈｉｎｇｎｅｓｓ．ｅｖｅｒ ｆｉｒｅ  

     ｃａｎ ｆｅｅｌ ｃｏｏｌ ｔｏ ｙｏｕ） 

何事に対しても苦しみを恐れず、無

念無想の境地で自己に集中して対

応すれば必ず成し遂げることができ

るであろうとの平常心の大切さを話されました。 

 引き続き、副会長の渡邊僖子君、公共イメージ理事の澤

田和重君、クラブ管理運営理事の安居継彦君、奉仕プロ

ジェクト理事の本登忠雄君、財団・奨学金理事の嶋津慶

子君より今年度コロナ禍での紆余曲折の中での事業報告

と期末挨拶がなされました。 

 

お客さま 

中川豊太良様（カバナー補佐・長浜北ＲＣ） 

 

ニコニコ箱 

（本日計 27,000円・累計 1,433,000円） 

２年間ガバナー補佐としてお世話になりました 

  …中川ガバナー補佐 

中川ガバナー補佐、御礼申し上げます… 青木君 

中川ガバナー補佐、お越し下さりありがとうございます 

  …上田君 

中川ガバナー補佐をお迎えして…細江君 

中川様、お忙しい中御臨席ありがとうございます…渡邊君 

本日期末理事挨拶をさせていただきます。お世話になり   

  ありがとうございました…安居（継）君   

一年間公共イメージの活動、週報にご協力いただきありが 

  とうございました…澤田君 

ＲＬＩの終了証をいただきました…細江君 

今年度最後の同好会コンペ、メンバーの皆様に恵まれて 

  優勝することができました。ありがとうございます 

  …石原君 

先日のゴルフ同好会で総合優勝をさせていただきました 

  …本庄君 

今日もとても暑いです…細江君 

けや木萌ゆ 芹川点々 小鮎釣り…正村君 

おかげさまで結婚２３年目を迎えました…土橋君 

 

（6/27口座引落計 9,000円・累計 1,442,000円） 

誕生日を祝っていただいて…神野君、浅山君 

結婚記念日を祝っていただいて…神野君 

 

 

編集後記   

 
－会報委員からひとこと－ 

◇正村嘉規君 

 ２０数年ぶりに週報作成のお手伝いをさせていただきあ

りがとうございました。その当時と比べて寄る年には勝て

ず、耳の不自由はいかんともしがたく、皆様にスピーチ原

稿依頼のご無理をお願いいたしましたことお詫び申し上

げます。 

 

◇今村康博君 

 初めて週報委員会に任命され、新聞記者気取りで意気

込みましたが、限られた文字数で例会の臨場感をお伝え

することの難しさを痛感いたしました。今更ですが乱筆・乱

文をお許しください。一年間ありがとうございました。 

 

◇玉置貴一君 

 ご無沙汰しております。３月に転勤で残念ながら彦根市

を離れた元キリンビール滋賀工場の玉置でございます。

私は業務内容が大きく変わりましたが東京で元気に働い

ております。益々のご盛会をご祈念申し上げます。 

 

◇澤田和重君 

 今回で今年度最後の発行となりました。 

 コロナ禍でイベントが少ない中、皆様に原稿を助けて頂

き、一年間無事乗り切ることができました。ご協力頂きまし

た皆様に感謝いたします。また、委員会のメンバー、事務

局のご協力にも感謝いたします。ありがとうございました。 

 

 

 

 

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 

７月 １日(金) 長浜東ＲＣ 「新年度の抱負」     

７月 ４日(月) 長   浜ＲＣ 「新年度の抱負」      

７月 ４日(月) 五 ・ 能ＲＣ 「新役員所信表明」       

７月 ５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２３日 ５２（１２）  ３２（７） ０ ６８．０９ 

６月 ２日 ５２（１２）  ３３（７） ０  


