
ロータリーの友９月号 必見どころ                         

横書き Ｐ７  バックナンバーでたどる 『友』 ７０年 

     Ｐ２４ 千 玄室氏 インタビュー  

縦書き Ｐ４  折り返し点からのライフスタイル 

                        建築家 隈 研吾 

     Ｐ９  この人 訪ねて  木下義隆さん（七尾ＲＣ） 

 

滋賀ブロック クラブ米山奨学委員長会議報告 
                        幹事 小田柿喜暢 

 ８月２７日（土）ホテルニューオウミにて「滋賀ブロック クラ

ブ米山奨学委員長会議」が開催されました。滋賀県下１７

クラブの米山奨学委員長（または代理）が集まりました。 

 最初に、地区米山奨学委員長の下川様（福知山西南Ｒ

Ｃ）より本年度計画、米山寄付について（実績報告）、各ク

ラブお世話状況、１０月米山月間奨学生卓話について（日

程）の説明がありました。お願いの中で、本年度地区では、

寄付金２４，０００円/人以上をご協力下さいということ、各ク

ラブでの危機管理、特に、奨学生においては、青少年保

護、ハラスメント防止を徹底して下さいとのことでした。 

 その後、各クラブの現状報告と意見交換が行われまし

た。各クラブのいろんな現状報告や意見の中で多かった

のは奨学生の出身国の偏りでした。これに関しては、地区

委員会として何重ものフィルターをかけた結果の現状なの

で、ご理解下さいとのことでした。 
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油懸御門跡 
 

                      中央町 商工会議所前 
 油懸御門の名称は、どうして油懸御門と言ったのかは 
 定かではないが、ここに油屋町があり、たぶん非常口 
 御門として常に油懸（かんてら）が掛かっていたので、 
 その名が生まれたのではないかと思われます。 
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彦根ロータリークラブ週報 

第３３６４回例会 
２０２２．９．１ 

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 
 「四つのテストの真実」 
  ゲスト：地区職業奉仕委員会 
       委員  奥 敦男氏         
  担 当：職業奉仕委員会 
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   秋野正誠君（８月２１日） 

          川口昌弘君（９月４日） 

結婚記念日   本登君ご夫妻（９月３日） 

入会記念日   岡田眞智子君（２０１０年８月５日） 

          鈴木大祐君（２０２１年９月２日） 

 

９月のスケジュール                          

９／２・１６ 書道教室（１０：００～まちなかプラザ） 

   ５・１２ 浦部謡曲教室（１８：００～千代神社） 

   ８   公式訪問事前クラブ協議会（１３：４０～やす井） 

  １０  地区青少年奉仕担当者会議（１３：００～ｵﾝﾗｲﾝ） 

  １１  ＲＬＩパートⅠ研修会（９：４５～京都文教学園） 

      地域別職業奉仕担当者懇談会 

        （１４：００～ホテルボストンプラザ草津びわ湖） 

  １９  ゴルフ同好会第１回ゴルフコンペ 

                （富士スタジアムゴルフ倶楽部） 

  ２４  第１回社会奉仕委員長会議（１４：００～ｵﾝﾗｲﾝ） 

  ２７  創立７０周年実行委員会（１５：００～事務局）    
 

次回例会案内（2022.9.8）  

    「私たちの街のＳＤＧｓを知ろう」 

   ゲスト ： 「あもる」 代表  島田利恵 様 

   担 当 ： 社会奉仕委員会 



出席報告 

他クラブプログラム予定 

会長杯ゴルフコンペ報告 

                  親睦活動委員長 今村康博 

 ８月２５日(木)彦根カント

リー俱楽部において、今年

度最初の会長杯ゴルフコン

ペが行われ９名が参加しま

した。雨の予報もありました

が、何とか曇り空で雨に降ら

れず最後まで楽しくプレー

できました。結果は生涯３度目となるホールインワンを達

成し、最近絶好調の石原君がグロス７７と圧巻のゴルフで

ダブルペリアも何のその、見事ベスグロ優勝されました。      

              OUT IN GROSS HDCP  NET 

優 勝 石原成郎 君 ４０  ３７    ７７  ６．０  ７１．０ 

準優勝 澤田和重 君 ５１  ５０  １０１ ３０．０  ７１．０ 

第３位 今村康博 君 ５１  ４５    ９６  ２２．８  ７３．２  

 

前回例会報告 

 会長の時間では、今年度のガバナーが、「ロータリー活

動の中で、楽しく、最高やぁ！！といった表情の写真も

送って下さい。ガバナー賞選考の一つに考えたい」と言っ

ておられました。本日は納涼例会です。皆さんで集合写

真を撮りたいと思いますのでよろしくとお願いされました。 

 幹事報告では、前年度「活力ある部門」「輝く部門」の二

部門で、ガバナー賞を受賞できたことを報告されました。 

 閉会点鐘後、納涼例会「舞妓はんと夕涼みのうたげ」が

催されました。京都の宮川町より、小晶さん、美恵雛さんを

お招きし、「祇園小唄」や「宇治茶」などを舞って頂きまし

た。お座敷遊び「ジャンケン」ではメンバーも参加し、大い

に盛り上がりました。 

 最後には、渡邊会長エレクトより、「コロナ禍でも、このよ

うな楽しい行事を実施できたことに感謝しています。さす

が彦根ロータリーだなぁと感じています。例会はもちろん

ですが、懇親の場も大切だと思います。今後も是非色々

な行事に参加して下さい」と挨拶され、閉会となりました。 

  

ニコニコ箱 

（本日計 53,000円・累計 302,000円） 

お姉さん、舞妓さんをお迎えして。親睦さんお世話様です 

  …細江君 

月はおぼろに 東山 こあきはん、みえひなはん、ようこそ 

  彦根へ おこしやす！…正村君   

納涼例会楽しみです。親睦さんお世話様です…渡邊君 

納涼例会お世話になります…小田柿君、那須君、中川君 

  石原君、 

納涼例会沢山のご参加ありがとうございます。舞妓はん芸 

  妓はんと楽しいうたげをお楽しみください…今村君  

親睦委員の皆さんお世話になります…上田君、本庄君 

納涼例会、親睦委員会の皆さんご苦労様です…大舘君 

納涼例会楽しみです。よろしくお願いします…澤田君 

納涼例会お世話になります。会長杯ゴルフコンペありがと 

  うございました…安居（継）君 

納涼例会準備ありがとうございます…本登君 

納涼例会感謝…清水君 

納涼例会今夜は楽しませていただきます…西村君 

納涼例会ありがとうございます…大森君、瀧沢君 

親睦委員会さんありがとうございます…松田君 

夕涼みのうたげおおいに楽しみましょう…青木君 

親睦委員会さんご苦労さんです。納涼例会に出席して 

  …田部君 

親睦様、本日は粋な企画に感服。楽しませて頂きます 

  …小島君 

第１回会長杯ゴルフコンペ良きパートナーに恵まれ優勝 

  することができました。ありがとうございます…石原君 

  

（8/25口座引落計 5,000円・累計 307,000円） 

妻の誕生日を祝っていただいて…安居（秀）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 

９月 ２日(金) 長浜東ＲＣ 「コロナ禍乗り越えて 」       

９月 ５日(月) 長   浜ＲＣ 「カーボンニュートラル実現に 
   向けて企業のとるべき道」      

９月 ５日(月) 五 ・ 能ＲＣ 「会員卓話」       

９月 ６日(火) 彦根南ＲＣ 「世界遺産に向けた 
   観光経済戦略について」               

 会員数 当日出席 ﾒｰｷｬｯﾌﾟ 出席率（％) 

８月２５日 ５０（１０）  ２８（６） ０ ６３．６４ 

８月 ４日 ５０（１０）  ２８（５） ０  


