
８月のスケジュール                        

８／５・２６ 書道教室（１０：００～まちなかプラザ会議室） 

   ６   地区ロータリー財団セミナー 

         （１３：３０～龍谷大学響音ホール交友会館） 

   ８・２９  浦部謡曲教室（１７：００～千代神社） 

  １０  定例理事会（１１：００～事務局） 

  １８  ７０周年実行委員会（１３：５０～事務局） 

  ２５  会長杯ゴルフコンペ（彦根ＣＣ） 

      納涼例会（１７：３０～やす井） 

  ２７  滋賀ブロッククラブ米山奨学委員長会議 

                 （１４：００～ホテルニューオウミ） 

  ３１  定例理事会（１１：００～事務局） 

 

ロータリーの友８月号 必見どころ 

横書き Ｐ７  特集 会員増強・新クラブ結成推進月間 

           多様性のあるクラブづくりへ  

                  女性会員を増強しよう 

     Ｐ２０ 人と人をつなげるロータリー 第２７５０地区 

 

縦書き Ｐ４  危機を乗り越える夢と戦略 

           えちごトキめき鉄道㈱社長 鳥塚 亮 

     Ｐ９  シリーズ この人 訪ねて   

                   山川富喜子さん（久居ＲＣ） 

＜認 証＞ 1952年10月27日 ＜例 会＞ 毎週木曜日 12時30分～13時30分       ＜2022～2023年度＞会 長  細江 正人  会長エレクト 渡邊 僖子 
＜例会場＞ 料亭旅館 やす井 TEL 0749-22-4670                              副会長  正村 嘉規  幹 事   小田柿喜暢 
＜事務局＞ 〒522-0063 彦根市中央町3-8 彦根商工会議所３階                       会 計  松田 充弘  ＳＡＡ    田部 泰男     
    TEL 0749-23-2101 FAX 0749-26-9272  E-mail：hikonerc@topaz.ocn.ne.jp http://www.hikone-rc.org/ 

芭蕉昼寝塚 
 

                      原町 八幡神社内 
  ある年の夏、芭蕉が彦根へ来た時、この八幡神社の 
 境内で一服していると、神社の拝殿に一人の乞食が寝 
 ておりましたので旅のつれづれにちょっと話しかけてみ 
 ましたら、この乞食なかなかの者であったので、その日 
 より彼を弟子にしました。後の「路通」であります。 
   ひる顔に昼寝 しようもの床の山    芭蕉 

２０２２～２０２３  ＶＯＬ.７１  ＮＯ.５ 

彦根ロータリークラブ週報 

第３３６１回例会 
２０２２．８．４ 

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 

 「会員増強と広報活動 」 

  担当：会員増強委員会 

      委員長 本庄秀樹 

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    戸所岩雄君（７月２２日） 

           小椋政昭君（８月１１日） 

配偶者誕生日  戸所君ご夫人佐紀子さん（７月２１日） 

           松田君ご夫人和美さん（８月１６日） 

入会記念日    正村嘉規君（２０１７年８月３日） 

           岡田眞智子（２０１０年８月５日） 

                    

女性の会員増強大きく立ち遅れる日本 

 １９８９年の規定審議会で、女性の入会が認められまし

た。翌年には全世界で２万人もの女性会員が誕生し、その

後女性会員は増え続け、２０２２年６月現在、約３０万人、女

性会員の割合は約２５％になりました。そして、ついに 

２０２２－２３年度、ジェニファー・ジョーンズ氏が女性初の

国際ロータリー会長に就任。ジョーンズＲＩ会長は、就任時

のスピーチの中で、女性会員の件にも触れており、「ロータ

リーでの女性の割合を３０％にする」と力強く発言しました。 

日本の女性会員はの割合は７％。 

                （ロータリーの友８月号より抜粋） 

次回例会案内 

（2022.8.11） 休会 

（2022.8.18） 担当 ： クラブ管理運営委員会 



出席報告 

他クラブプログラム予定 

前回例会報告 

 開会点鐘の後、去る７月２１日にお亡くなりになった会

員、田井中順次様のご冥福をお祈りし、参加メンバー全

員で黙祷を捧げました。 

 本日の例会は、木村ガバナー補佐、彦根南ロータリーク

ラブから上田会長、樋口幹事をお迎えしました。 

 木村ガバナー補佐からは、滋賀第３地

区のガバナー補佐として、東近江から長

浜までの７つのクラブを担当します。一つ

のクラブに年３回は行くようにと言われて

おり、年間で２１回の訪問となります。「ず

いぶんと忙しいなぁ」と感じており、彦根Ｒ

Ｃのメンバーであった前ガバナー補佐の岡田建三様には

敬意を表します。コロナ禍で例会の開催が難しいためか、

各クラブのテーマを見てみますと「楽しいロータリーライフ」

などを掲げておられるクラブが多い。やはり、ロータリーは

例会が大きなウエイトを占めており、人と人が交流すること

で、自己成長にも繋がるのではないか。より楽しい例会運

営を期待していますと話されました。 

 彦根南ＲＣの上田会長からは、２００９年

に入会し、早１３年が経ちました。入会時

に、先輩のメンバーから、「ロータリーは

金儲けをする所ではなく、人儲けをする

所」だと教えて頂きました。この言葉を胸

にロータリーの活動を行ってきました。今

年度、彦根ロータリークラブ様は７０周年ですが、南ロータ

リークラブも４５周年の周年事業の年度です。「楽しもう 

ロータリーライフ」をテーマに掲げ、ロータリーのある生活 

「５つの楽しみ」として、１．集う楽しみ ２．語る楽しみ ３．

学ぶ楽しみ ４．繋がる楽しみ ５．成長する楽しみ を基

本に運営していきたいと抱負を述べられました。 

 樋口幹事からは、「集まれば何かが始ま

る」と思っております。メンバーの方々と共

に集い、協力して、事業を行いたい。合

同でのガバナー公式訪問例会など、

色々とお世話になりますが、よろしくお願

いいたします、と挨拶がありました。 

 続いて、細江会長より、コロナ禍の例会

運営について、基本的には例会を実施。

緊急事態宣言等が発せられた場合に

は、理事会で協議の上、ＷＥＢでの例会

も検討していく。検温、手消毒の徹底を

図り、クラスターを起こさないように留意し

ながら進めて行きたい、との話がありまし

た。 

 田部ＳＡＡより、例会での服装につい

て、「８月、９月は上着無し、バッチ要での

参加で構いません」と報告がありました。 

  

 委員会・同好会報告では、ゴルフ同好会

より、「第1回遠征ゴルフコンペ」、「平和堂

夏原会長を偲ぶゴルフの会」への参加依

頼がありました。 

 本日の卓話は「会計報告」。前年度会計

の小田柿幹事より「２０２１～２０２２年度決

算書」の報告、前年度本庄監査人から監

査報告がありました。続いて今年度会計の

松田君より「２０２２～２０２３年度予算書」の

報告があり、全会一致で承認されました。

会計報告により、会員増強の必要性を再

認識した例会となりました。 

 

お客さま 

木村泰造様（ガバナー補佐） 

上田健一郎君・樋口英彰君（彦根南ＲＣ） 

 

ニコニコ箱 

（本日計 39,000円・累計 190,000円） 

ガバナー補佐を務めます。よろしくお願いします 

  …木村ガバナー補佐 

彦根南ＲＣより新年度のご挨拶に伺いました。１年間何か 

  とお世話になります…上田君（彦根南） 

新年度のご挨拶に参りました。彦根ＲＣの皆様、今年度よ 

  ろしくお願いします…樋口君（彦根南） 

木村泰造ガバナー補佐、彦根南ＲＣ上田健一郎会長、樋 

  口幹事をお迎えして…細江君、小田柿君   

ガバナー補佐 木村様、南ＲＣ会長、幹事様ようこそお越し 

  よろしくお願い申し上げます…渡邊君  

彦根南ＲＣの上田会長、樋口幹事さんと木村地区ガバ 

  ナー補佐ご苦労様です…田部君   

木村ガバナー補佐、彦根南ＲＣ上田会長、樋口幹事ようこ 

  そいらっしゃいませ…今村君 

地区ガバナー補佐の木村様、南ＲＣ上田会長、幹事様よ 

  うこそ彦根クラブにお越しいただきました…嶋津君 

木村ガバナー補佐､上田会長をお迎えして…安居（継）君 

木村ガバナー補佐、上田会長、樋口幹事、ようこそ彦根 

  ロータリーへ…本庄君 

木村ガバナー補佐、南ロータリーの上田健一郎会長、樋 

  口幹事をお迎えして。ごゆっくりと…小島君   

お誕生日を祝っていただいて。７月３０日で６０才です 

  …安居（継）君 

今は亡き 君と見上げた 南十字星 ポリオミッション・バヌ 

  アツにて。田井中先輩のご冥福を祈ります…正村君 

 

（7/25口座引落計 10,000円・累計 200,000円） 

妻の誕生日を祝っていただいて…神野君、堤君 

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 

８月 ５日(金) 長浜東ＲＣ 「インボイス制度について」       

８月 ８日(月) 長   浜ＲＣ 「フードバンクとながはまとの 

             関わり 」      

８月 ８日(月) 五 ・ 能ＲＣ 「会員卓話」       

８月 ９日(火) 彦根南ＲＣ 「私の夢 事業について」               

 会員数 当日出席 ﾒｰｷｬｯﾌﾟ 出席率（％) 

７月２８日 ５０（１０）  ３１（４） ０ ７０．４５ 

７月１４日 ５１（１１）  ３５（８） ０  


