
米山奨学生・カウンセラー集会報告 

                     カウンセラー 本庄秀樹 

 去る７月１０日（日）クサツエストピアホテルで、第２６５０地

区２０２２学年度米山奨学生・米山カウンセラー滋賀ブロッ

ク集会があり、奨学生のウニルさんと出席しました。 

 下川地区米山奨学委員長の挨拶の後、米山奨学生の３

つの義務についての説明がありました。その義務とは、１．

例会出席 ２．年に２回のレポート提出 ３．スピーチをする

ことでありました。 

 自己紹介のあと、１０月の米山月間卓話の説明と注意点

を聴きました、この時奨学生の先輩にあたる田君（草津Ｒ

Ｃ）さんによるスピーチの手ほどきがあり、奨学生の皆さん

には大いに参考になったことと思われます。そのあと県内

の非世話クラブへの卓話スケジュールを決めることが出

来、ウニルさんは１０月１２日に八日市南クラブへ卓話に行

くことになりました。なお、ハイライトよねやま第２６７号で、

中国出身の周 順圭さん（８６歳）米山学友から５０万ドル

（約６，６５０万円）の寄付あったことの紹介がされました。 
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次回例会案内（2022.7.21）  

  

「 弊社の事業内容の変遷について 」 

担当：川口昌弘 君 

井伊文子夫人歌碑  

                      里根町 天寧寺内 
    阿羅漢果得て  哄笑し  
    または思惟ふかく  
    それぞれの面持に目をこらす 
  上の歌は、大老の供養塔のある天寧寺の五百羅漢を詠ま 
 れた歌であります。 
  文子夫人は大正６年５月２０日旧琉球王尚侯爵の長女とし 
 てお生れになり、昭和１２年に井伊家に嫁がれ今日に至って 
 おられます。 
  歌集・随筆等多数あり。ことに社会福祉事業には献身的に 
 お尽くしになり、中日・京都新聞社等より功労賞をお受けに  
 なっておられます。 
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彦根ロータリークラブ週報 

第３３５８回例会 
２０２２．７．１４ 

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 
「新年度理事挨拶」 
  会員組織理事     本庄 秀樹 
  公共イメージ理事   那須 賢司 
  クラブ管理運営理事  今村 康博 
  奉仕プロジェクト理事 佐々木治郎      
  財団・奨学金理事   小島 充子 
  創立70周年実行委員長 西村  昭 
閉会点鐘 
           於．料亭旅館 やす井  

彦根市内の名所、旧跡、歌碑・句碑  

地区スローガン    感動、感激、そして感謝                       （第2650地区ガバナー  尾賀康裕） 

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！！ （彦根ロータリークラブ会長 細江正人） 

国際ロータリー・テーマ イマジン ロータリー                  （国際ロータリー会長 ジェニファーＥ．ジョーンズ） 

お祝い                          

配偶者誕生日  片岡君ご夫人京子さん（７月５日） 

           堤君ご夫人美紀さん（７月１６日） 

 

入会記念日    上西信昭君（２０１７年７月２０日） 

            澤田和重君（２０１７年７月２０日） 

 

 

理事会報告（2022.7.7）                          

１．指名委員会設置の件  

    承認 （３名の前元会長・現会長・会長エレクト）  

    指名委員 － 青木・大舘・本庄・細江・渡邊 

２．ロータリー財団・米山記念奨学寄付の件 

    前年と同様、口座引落をメインでお願いする。 

    寄付袋も可能。 

３．納涼例会の件 

    ８月２５日（木）１７：３０～ 於．やす井 

    当日会長杯ゴルフコンペも開催 

４．青少年交換学生募集の件 

    今年度は募集しない 

 



出席報告 

他クラブプログラム予定 

前回例会報告 

 新年度の初例会が、「料理旅館やす井」に於いて行わ

れました。 

 会長の時間では、このところコ

ロナ感染者が増加傾向にあり、

心配ではありますがコロナと上手

く付き合いながら運営をしていき

たいと話されました。 

 続いて地区より、正村嘉規君に

「米山奨学委員」、安居継彦君

に「ＲＬＩ委員」の委嘱状が授与されました。 

 米山奨学生ウニルさんのスピーチでは、先月末、多賀大

社で名越の大祓と茅の輪くぐりを体験してきました。非常

に楽しかったと報告されました。 

 幹事報告では、例会の前後で食事の時間を設ける旨の

説明が、また、委員会報告ではプログラム委員会より、例

会前に音楽を流すとの報告をされました。 

 卓話は「新年度役員挨拶」でした。 

 細江会長より、国際ロータリー会長が『イマジン ロータ

リー』というテーマを掲げておられます。イマジンとは、イ

メージ、想像という意味で、未来を描くということ。このイマ

ジンについて、尾賀ガバナーが「戦争や紛争がない、疫

病がなく、誰もが安心して水が飲める社会」、など具体的

に述べられております。また、地区スローガンを『感動、感

激、そして感謝』とし、「もしロータリーに入会していなかっ

たら今の自分はいなかった…」と思えるように、と踏み込ん

で言われています。彦根ＲＣ会長テーマを『感謝して品格

あるロータリーライフをもっと楽しもう』としました。SDG´sを

念頭にしながら、例会や奉仕活動を皆さんと楽しみたい。 

 正村副会長より、副会長の役割は、会長の黒子に徹す

ることだと思います。黒子として会長を支えていきたい。ま

た、例会のこの場が皆さんのストレス発散の場となればと

思っています。 

 渡邊会長エレクトより、伝統と格式あるＲＣの名を汚さぬ

ように、諸先輩方に業績や細江会長の舵取りをしっかりと

拝見させて頂き、次年度に向けて勉強していきたい。 

 小田柿幹事より、会長を盛り上げ、会長と各委員会との

繋ぎ役としてバックアップできればと思っています。皆さん

の協力をよろしくお願いします。 

 松田会計より、今年度は会計で、次年度は幹事という大

役を仰せつかることになります。細江会長、小田柿幹事の

横で勉強させて頂きたい。 

 田部ＳＡＡより、ＳＡＡの役割は、例会やその他の会場で

設営監督し、秩序正しく、なごやかな雰囲気で会が進行

するようにすることなどです。例会が秩序正しく運営され、

気品と風紀を守り、出席するのが待ち遠しくなるような例会

運営になるよう監督に努めたい、と各々抱負を述べられま

した。 

お客さま 

ウニルさん（米山奨学生） 

 

ニコニコ箱 

（本日計 78,000円・累計 78,000円） 

会長としてのこの一年間をよろしくお願いします…細江君 

新年度スタートしました。皆さんよろしくお願いいたします 

  …小田柿君 

本年ＳＡＡを務めさせていただくことになりました。どうぞよ 

  ろしくお願いします…田部君 

細江会長の船出を祝して。お勉強させていただきます。 

  よろしくお願いいたします…渡邊君   

細江会長、就任おめでとうございます。よろしくお願いしま 

  す…青木君 

新年度を迎えて。細江会長、小田柿幹事よろしくお願いし 

  ます…宮川君 

細江会長、小田柿幹事、一年間お世話になります。 

  創立７０周年の今年度が益々輝く年となりますように   

  …西村君   

今年度もよろしくお願い申し上げます…中川君、澤田君、 

  那須君、後藤君 

細江会長、小田柿幹事、松田会計、よろしくお願いします 

  …本庄君 

細江会長、小田柿幹事はじめ皆様、今年度もよろしくお 

  願いします…安居（継）君 

細江会長年 新しい船出を祝して…小島君 

細江会長の初例会を祝して…大舘君 

細江丸の出航の無事の帰港を願って…大森君 

今日から新年度。一年間よろしくお願いいたします 

  …松田君 

細江新会長、一年間体に気をつけて頑張ってください 

  …森君 

コロナに負けずにこの一年活力ある前進を願って 

  …小椋君 

細江年度のご活躍をご祈念申し上げます…安居（秀）君 

記念すべきことがありました…安居（秀）君 

細江会長、小田柿幹事一年間頑張ってください…清水君 

細江丸の船出をお祝いして…瀧沢君 

今年一年親睦活動にご協力をお願いします…今村君 

誕生日を祝って頂いてありがとうございます。年を重ねると 

  一年が短いです。一日一日を大切に頑張ります 

  …嶋津君   

細江会長年度始まりました。一年間どうぞよろしくお願いし 

  ます…嶋津君 

入会をさせていただき早１４年が経ちました。これからもよ 

  ろしくお願いします…大舘君   

入会記念日を祝って頂いて…今村君、佐々木君 

七夕の 星に託すや 老いの夢…正村君 

会報・広報雑誌委員会  ／  那須賢司  浅山禎信  上西信昭  川口昌弘 

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１５日(金) 長浜東ＲＣ 「新年度の抱負」       

７月１８日(月) 長   浜ＲＣ 「休会」      

７月１８日(月) 五 ・ 能ＲＣ 「休会」       

７月１９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（％) 

７月 ７日 ５１（１１）  ３４（５） ０ ７３．９１ 

６月２３日 ５２（１２）  ３２（７） ０  


