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                  （１８：００～レストラン千成亭） 
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              （１１：００～クサツエストピアホテル）      
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      歴代会長・幹事合同懇親会（１８：３０～双葉荘） 
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  ２１  ワインクラブ（１８：００～ホテルサンルート彦根） 
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       （１４：００～京都府立京都学・歴彩館またはオンライン）    
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次回例会案内（2022.7.14）  

  

新年度理事挨拶 

井伊大老歌碑  

               尾末町 護国神社内 いろは松通り 
    あふみの海 磯うつ浪の いく度か 
             御世に心を くだきぬるかな 
   万延元年正月、大老は自分の肖像を狩野永岳に画かせ 
  自らこの歌を書き、菩提寺である彦根の清凉寺の仙英禅師 
  に託しました。戒名も「宗観院殿柳暁覚翁大居士」と認め 
  死に対する覚悟はとうに出来ておられたのであります。 
   歌の意は、大老就任以来次々と押し寄せる難問題もその 
  つど全力を尽くして来て、なんらの悔いは残らなかった。 
  ２ヶ月後の３月３日、桜田門外で凶刀に倒れたときの大老の 
  心境はこのように澄んでいたことでありましょう。 

２０２２～２０２３  ＶＯＬ.７１  ＮＯ.１ 

彦根ロータリークラブ週報 

第３３５７回例会 
２０２２．７．７ 

開会点鐘 
君が代斉唱 
ロータリーソング斉唱「奉仕の理想」 
４つのテスト唱和 
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 
 「新年度役員挨拶」 
   会 長    細江 正人 
   副会長    正村 嘉規 
   会長エレクト 渡邊 僖子 
   幹 事    小田柿喜暢 
   会 計    松田 充弘 
   ＳＡＡ    田部 泰男 
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                          

会員誕生日    嶋津慶子君（７月１３日） 

 

配偶者誕生日  片岡君ご夫人京子さん（７月５日） 

           神野君ご夫人真紀さん（７月６日） 

 

結婚記念日    菅谷君ご夫妻（７月５日）   

 

入会記念日    大舘康伸君（２００８年７月３日） 

            佐々木治郎君（２０１９年７月４日） 

           今村康博君（２０１３年７月１１日） 

 

ロータリーの友７月号 必見どころ 

横書き 

 Ｐ６  ２０２２～２３年度国際ロータリー会長メッセージ 

 Ｐ３３ ガバナー紹介「ガバナーの横顔」 

                        尾賀康裕ガバナー  

 Ｐ４４ 【新企画】Food for Thought 

         テーマ：日本の食卓 執筆：久保田英男さん 

 P５８ エバンストン便り 

     祖国で人々を助けるウクライナのロータリークラブ 

縦書き 

 Ｐ４  「SPEECH」 「ポストコロナの生命哲学」 

        青山学院大学教授・福岡伸一氏の講演趣旨  



感謝して品格あるロータリーライフをもっと楽しもう!! 

                         会長 細江正人 

  歴史と伝統ある彦根ロータリークラブの第

７１代会長を務めさせていただけることに感

謝すると共にその職責の重大さに身の引き

締まる思いでございます。微力ではございま

すが精一杯努力しますので、ロータリアンの

友情をもってご理解ご支援ご協力を賜ります

ようどうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

 ２年を超え現在も波状の拡大を繰り返す新型コロナウイ

ルス感染症は、今後収束したとしても生活習慣に大きな

変革をもたらし、ロータリークラブの奉仕や親睦活動の在

り方に影響を与えることを免れないでしょう。新たなあるべ

き姿を模索しなくてはなりません。その様な状況の中、彦

根ロータリークラブは本年度７０周年を迎えます。変えては

ならないところはキチンと抑えて、改むるに憚ることなく活

動し、会員も増やしていきたいと思っております。 

 

SDG’s（エスディージーズ）を念頭に 

 ２０１５年９月の国連総会で２０３０年までに達成すべき 

持続可能な開発目標(SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

GOALS)として１７の世界的目標と１６９の達成基準が示さ

れています。ロータリークラブの奉仕活動もこのことを念頭

に考えていかなければならないでしょう。 

 

例会を楽しく 

 例会はロータリアンの基地であります。そして羽根を休め

るオアシスでもあり、次なる奉仕への待機場ではないで

しょうか。毎週出席するのが待ち遠しい例会を楽しく運営

していきたいものです。 

 

奉仕を楽しく 

 私たちはそれぞれの職業の代表者です。各々真実かど

うか、みんなに公平か、好意と友情を深めるか、みんなの

ためになるかどうか「ロータリアンの信条 四つのテスト」に

照らして超我の奉仕に努めましょう。 

 

親睦を楽しく 

 一人の職業人ではできない奉仕は委員会やクラブで纏

まって奉仕活動をします。そのためにも常日頃の親睦活

動を通じてロータリアンの友情を深めたいと考えます。 

  

 重ねてのお願いです。担当者に任せるのではなく、会員

の方々が自身で友人知人を彦根ロータリークラブ会員に

お誘い下さることをお願い申し上げます。 

 

 何はともあれ、皆さんとともにロータリーライフを楽しく送

りたいものです。どうぞよろしくお願いします。  

ご挨拶 

                        幹事 小田柿喜暢 

 新年度に幹事という大役を拝命し一層気

が引き締まる思いです。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！！」を実現できるように、各理事、各委

員長、メンバーの皆様と共に歩んでいきた

いと思います。 

 長いコロナ禍の影響で大きく変化した世の中や生活習

慣で、ロータリークラブの運営方法も悩むところが多いで

すが、ロータリーライフが楽しくなるような取り組みを進めら

れればと考えています。 

 諸先輩方が築いてこられた彦根ロータリークラブが今後

も輝くように、微力ではありますが邁進してまいりますので

ご指導ご鞭撻の程よろしくお願い申し上げます。 

 

 

ご挨拶 

                         ＳＡＡ 田部泰男 

 本年度ＳＡＡ（会場監督）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。 

 今年度の会長テーマである「感謝して 品

格あるロータリーライフをもっと楽しもう」の

方針のもと、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楽しい

例会運営になるよう監督に努めたいと思います。皆様のご

協力、ご支援のほどよろしくお願いします。 

＜重点事項＞ 

１．例会等でのコロナ対策 

２．例会での遅刻、私語の厳禁。会員卓話の充実。 

 

 

挨拶回り報告 
                 公共イメージ理事 那須賢司 

 去る６月２９日（水）に、細江会長、小田柿幹事と共に、

彦根市長、彦根副市長、彦根市教育長、報道機関へ挨

拶に行って参りました。 

 彦根市長、副市長との面談では、彦根市の活性化や彦

根城の世界遺産登録について、意見交換を致しました。

彦根市長からは、「彦根ロータリークラブ様の活動には、

出来る限り協力させて頂きます。また、卓話などいつでも

お声掛け下さい」と言って頂きました。 

 彦根市教育長との面談では、今年度の活動として、市内

小学生に向けて『SDG’ｓ出前講座』を計画しており、活動

への協力をお願いして参りました。 



2022～23年度理事会報告（2022.5.19）                                                 

１．コロナ禍におけるクラブ運営の件       

    やす井で行う。例会前後に食事の時間を設ける。 

    お弁当持ち帰りでもよい。     

２．次年度委員会構成の件  承認 

３．次年度会長・幹事・ＳＡＡ代行順位の件 

    会長 ①正村副会長 ②渡邊会長エレクト  

        ③青木直前会長 

    幹事 ①松田会計 ②今村クラブ管理運営理事 

        ③那須公共イメージ理事  

    ＳＡＡ ①片岡副ＳＡＡ ②本庄会員組織理事 

         ③小島財団・奨学金理事 

４．次年度事業計画案・事業予算案の件 承認 

５．次年度プログラム・ソングリーダーの件 

    ソングリーダー 土橋潤也君・川口昌弘君 

           鈴木大祐君・伊藤容子君・福尾伸哉君 

６．次年度お祝い品の件 

    会員誕生日   モバイルチャージャー     

    配偶者誕生日  鉢植え 

    結婚記念日   うまし醤油セット 

    入会記念日   ドクタークリップ 

７．次年度週報の件 承認 

８．ニコニコの件  クラブ管理が担当 

９．監査の件    中川勝晴君と福尾伸哉君 

 

2021～22年度理事会報告（2022.6.2）                                                 

１．退会会員の件  川原崎清三君が一身上の理由で 

             ６月３０日付けで退会 

 

前年度ポリオ根絶活動募金へのお礼  

 馬場直前ガバナーよりお礼状が届いております。 

拝啓 貴クラブの皆様におかれましては、益々ご清栄の事

とお慶び申し上げます。日頃はロータリー財団に格別のご

理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。  

 さて、今年度もポリオ根絶の為に尊い浄財を御寄付いた

だき、誠にありがとうございました。皆様からお寄せいただ

いたお志に、ビル・アンド・メリンダ・ゲイツ財団から倍額が

上乗せされ、より多くの子ども達をポリオから守ることがで

きます。 

 ロータリアンはこれまで、１２２カ国、３０億人近い子どもた

ちへのポリオ予防接種を支援してきました。わずか６０円

ほどのワクチンで、一人の子どもを生涯、ポリオから守るこ

とができます。パートナー団体とともに懸命に活動を続

け、全世界でポリ オの発症数を９９．９パーセント減らすこ

とに成功しました。 

 近年、野生型ポリオによる発症が報告されている国は２2

カ国でしたが、残念ながら２０２２年、新たに１カ国の発症

が確認されるなど足踏み状態が続いています。根絶を完

全に成し遂げるには皆様からのご支援が欠かせません。   

 また、新型コロナワクチンが世界中で配布されつつある

現在、ロータリーと世界ポリオ根絶推進活動（GPEI）の

パートナーが培ってきた経験と知識が新型コロナへの対

応に役立っています。引き続き、コロナウイルス関係にも

ご支援・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。  

                                敬具 

会長杯ゴルフコンペ報告 

                             安居継彦 

 ６月３０日木曜日、今

年も最終例会に先立

ち、会長杯ゴルフコン

ペを開催することがで

きました。 

 例年にない早い梅

雨明けとなり、真夏の

暑さの中、１０人のロー

タリアンが優勝目指し

てプレーしました。優勝は、大舘君、準優勝が石原君、３

位に本登君が入りました。今回、６位に設定した会長賞は

片岡君がゲットしました。会長賞を提供いただいた青木会

長はじめ、ご参加いただいた皆様ありがとうございました。 

              OUT IN GROSS HDCP  NET 

優 勝 大舘康伸 君  ４２ ４２  ８４  １０．８  ７３．２ 

準優勝 石原成郎 君  ４１ ３８  ７９   ４．８  ７４．２ 

第３位 本登忠雄 君  ５１ ５１  １０２  ２７．６  ７４．４ 

 

表紙について 
  

  今年度の会報では 

 『彦根をより知って頂こう』と会長 

 のご尊父様 細江敏氏が彦根市 

 内に建立された名所、旧跡、句 

 碑、歌碑を掲載いたします。 

  メンバーの方々にもちょっとした 

 空き時間やお近くをお通りの際に 

 お立ち寄り頂ければと思います。 

 

 

 

 

 

 

前回例会報告 

 今年度の最終例会、懇親会が「料亭旅館やす井」にて

行われました。 

 会長の時間では「一華開五葉（一

華、五葉に開き）結果自然成（結果、自

然に成る）」という言葉について話があ

りました。一つの花が五枚の見事な花

びらを開き、それがやがておのずから

立派な実を結ぶように、私たちの心が

煩悩妄想に包まれている状態を脱却

し、悟りの花を開き五智を開発するなら

ば、菩提という仏華は期せずして結実

し成就するということ。また、「結果自然に成る」とは、結果

は自然としかるべきして、しかるべき形で表されることをい

います。結果は必然であることを受け入れて、運命を変え

るために今を生きましょう、と説明されました。   



出席報告 

他クラブプログラム予定 

 期末挨拶では、最初に秋野ＳＡＡから、

「①例会でのコロナ対策、②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、③

気品のある有意義な例会の運営、の３点を

重点取組みとしてスタートした。副ＳＡＡ、会

長、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」と話されました。 

 上田幹事からは、「この年度も感染症対

策のため、一部ZOOM・ハイブリッド開催が

あったが、徐々にリアルの例会が開催でき

て良かった。また、３年ぶりの親睦旅行が

実施でき、よりメンバーの親睦が図れて良

かった」。また、「ひこねＲＣ基金、会員増強

のためのファミリー会員制度を承認頂き、ありがとうござい

ました」とお礼を述べられました。 

 青木会長からは、今年度の活動につい

て報告され、「『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。コロナ禍

で思うように活動ができなかったが、皆様

のご協力のおかげでこの日を迎えることが

できました」とお礼を述べられました。 

 バッジ交換の後、細江エレクトからは、「色々とバッジを

つけてきたが、ロータリーのバッジほど責任の重いバッジ

はない。コロナはなくならない、コロナと付き合いながら運

営をしていきたいと思っています。皆様、よろしくお願いし

ます」とお願いされました。 

 懇親会では、親睦活動委員の方々の協力で、おいしい

食事を堪能し、ビンゴゲームを楽しみました。 

お客さま 

ウニルさん（米山奨学生） 

ニコニコ箱 

（本日計 84,000円・累計1,526,000円） 

僭越ながら会長を１年間させていただきました。皆様に御 

  礼申し上げます。ありがとうございました…青木君  

一年間お世話になりました。本日は親睦委員の皆さんよ 

  ろしくお願いします…上田君 

青木会長お疲れ様でした…細江君 

１年間ありがとうございました。次年度もよろしくお願いしま 

  す…小田柿君、澤田君 

青木会長、上田幹事、今年一年本当にご苦労様でした。 

  この経験は今後も人生の大きな糧になります…秋野君  

青木会長、上田幹事、理事の皆さんお疲れ様でした。一 

  年間のお世話に感謝 …西村君 

一年間お世話になりました…中川君、大森君、瀧沢君 

今年度もお世話になりました。最終例会親睦さんお世話 

  になります…那須君 

青木会長、上田幹事ありがとうございました…片岡君 

青木会長、お疲れ様でした。これからも明るく楽しいロータ 

  リーライフを！…渡邊君 

青木会長、上田幹事、一年間ご苦労様でした…清水君 

会長、幹事、一年間ご苦労様でした。ありがとうございます 

  …本登君 

最終例会、おめでとうございます。青木会長、上田幹事お 

  疲れ様でした…小島君 

最終例会、役員の皆様コロナ禍でご苦労様でした 

  …岡田君 

親睦さん、最終例会お世話になります…本庄君 

青木会長、上田幹事はじめ皆様今年度お疲れ様でした。 

  ありがとうございました…安居（継）君、嶋津君 

今年度コロナ禍の中大変お世話になりました。感謝、次年 

  度もよろしくお願いします…石原君   

コロナにもかかわらず無事年度末を迎えました…上西君 

本日最終例会です。役員の皆さん一年間お疲れさんでし 

  た…杉本君 

今期一年ご苦労様でした…戸所君 

最終例会一年間お世話になりました…宮川君 

明るく楽しいロータリーライフでした。ありがとうございまし 

  た…和田君 

青木会長、上田幹事ならびに役員の皆様一年間ご苦労 

  様でした。バッジを忘れました…田部君   

最終例会 感謝…北村君 

メンバーとハンディキャップに恵まれて会長杯ゴルフコン 

  ペで優勝させていただきました。それにしても暑かった 

  …大舘君  

会長杯ゴルフ会長賞を頂いて有難うございます…片岡君 

誕生日を祝っていただいて…森君 

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 ８日(金) 長浜東ＲＣ 「新年度の抱負」       

７月１１日(月) 長   浜ＲＣ 「新年度方針発表」      

７月１１日(月) 五 ・ 能ＲＣ 「駅前広場清掃」       

７月１２日(火) 彦根南ＲＣ 「理事委員長挨拶」               

 会員数 当日出席 ﾒｰｷｬｯﾌﾟ 出席率（％) 

６月３０日 ５２（１２） ３４（８） ０ ７０．８３ 

６月１６日 ５２（１２） ３８（７） ０  


