
理事会報告（2022.10.5）                      

１．情報集会の件 

   テーマ「ロータリーの危機」 

   開催期間  １１月中 

 

２．「私たちの街のＳＤＧｓを知ろう」の件 

   １１月２４日（木）１３：３５～１５：１０ 

   城東小学校 体育館にて 

   内容  ＳＤＧｓについての説明 

        ボードゲームの概要説明 

        ボードゲーム体験 

 

３．赤い羽根共同募金の件 

   社会奉仕委員会より３万円拠出 

 

４．ポリオ根絶活動募金の件 

   １０月２４日は世界ポリオデーということでイベントをし 

   ないかわりに会員全員、一人当たり３０００円を１０月 

   ２５日口座引き落としして送金する。 

 

５．１１月度例会の件 

   従来の例会に戻し、例会中に食事時間を設ける。 

   スクール形式、１テーブル１人とする。 

＜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/ 

家老長野伊豆屋敷跡 
 

             金亀町 東高校門前 
 
 
 
 長野伊豆は、彦根藩の家老として藩政発展に尽力した 
 方で、今の東高校が屋敷跡であります。 
 よく長野主膳と間違われますが、長野主膳とは全然関係 
 ありません。 

２０２２～２０２３  ＶＯＬ.７１  ＮＯ.１３ 

彦根ロータリークラブ週報 

第３３６９回例会 
２０２２．１０．１３ 

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 

 「私の故郷－内モンゴル」        

   ゲスト：米山奨学生     

          烏尼爾 さん 

   担 当：米山奨学委員会 

閉会点鐘 
               於．伊勢幾 

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   田井中 徹君（９月３０日） 

          細江正人君（１０月６日） 

 

配偶者誕生日 澤田君ご夫人恭子さん（１０月１６日） 

                     

結婚記念日   杉本君ご夫妻（９月３０日） 

          堤君ご夫妻（１０月６日） 

          大舘君ご夫妻（１０月８日） 

          田井中君ご夫妻（１０月９日） 

          本庄君ご夫妻（１０月２２日） 

         
 

次回例会案内（2022.10.20） 

 

   「米山奨学生と社会奉仕」  

  ゲスト ： 滋賀大学経済学部      

          教授   陳 韻如 様  （米山学友）  

  担当 ： プログラム委員会 



セネガル 図書寄贈事業のその後                       

                             大舘康伸 

 ９月２０日（火）台風１４号の

影響で公共交通機関の運行

を心配しながら、東京・自由

が丘にある在日セネガル大

使公邸に行ってきました。 

 エミリー・シス大使夫人が

パーティーを主催され、チェ

ブジェン料理を自らがふるまっていただきました。私は公

邸には１０:３０頃に到着し、パーティーは１２:００からはじま

りました。 

 チェブジェン料理はセネガルでは最もポピュラーな料理

でウォロフ語でチェブは『米』ジェンは『魚』を意味します。

お米の方は魚の出汁から作ったスープで蒸してつくられ、

食感は「おこわ」のようなタイで食べたサフランライスのよう

な感じでした。味は少し魚醤の味がしました。たいへん美

味しかったです。お魚の方は鯛の切身と人参、ジャガイ

モ、茄子、唐辛子などのお野菜がハーブと共に煮込まれ

た煮込み料理でした。お味の方はあまり馴染みのないテ

イストなので表現がむつかしいですが、ハーブとニンニク

がよく効いている味だなという感想を持ちました。 

 出席者はシス大使夫人、古屋典子さんをはじめ手を洗

おう会のメンバーが８名、横浜西ＲＣから１名、横浜港南Ｒ

Ｃから１名、私の１１名が参加しました。わたしは各ＲＣから

参加された方々に彦根ＲＣと手を洗おう会と行った事業を

お伝えしてきました。 

 （セネガル小学校へ図書寄贈・ベトナムさをり織り機の寄 

 贈・糸の寄贈・手洗い場設置）  

 企画、立案、現地調整・準備に時間がかかるので事業を

計画される際は年度跨ぎの計画、次年度の方への引き継

ぎがポイントになりますとお話しました。 

 途中、在日セネガル ゴルギ・シス全権大使も来られ、私

達と同席されました。１４:００を過ぎた時間となった頃、

パーティーはお開きになり、帰路につきました。 

 ２０２０～２０２１年度に彦根ＲＣが取り組んだセネガル小

学校に図書を寄贈した「ＢＩＢＬＯ」事業は継続して行われ

ています。１１月１日に篠塚建次郎氏がセネガル・ダカー

ル市 Ｋenjiro SINOZUKA小学校を訪れ、支援本の増冊

分の寄贈式と就学児支援の支援式を在セネガル・伊澤日

本大使ご臨席で開催予定ということです。 

 今後「ＢＩＢＬＯ」事

業が益々発展し、

すべてのセネガル

で暮す子供達の識

字率が向上する事

を祈念いたします。 
  

今月は米山月間です。 

 元米山奨学生から近況報告をいただきましたので 

紹介させていただきます。  

 
２０１６学年度米山奨学生 レ・アン・ヴー君より 

 
 拝啓 実りの秋となりました。お元気でお過ごしでしょう

か。 

 米山奨学生の時、大変お世話になり、ありがとうございま

した。 

 私は４年前に結婚して、現在１歳５か月の娘がいます。

大阪の軌道会社で働いています。嬉しいことに今年草津

市で家を買いました。今でも滋賀県で恩恵を受けていま

す。またタイミングが合えば、皆様にまたお会いしたいと

思っています。 

 今後ともよろしくお願いいたします。         敬具 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０１８学年度米山奨学生 グェン・クォク・バオ君より 

 
彦根ロータリークラブの皆様 

 ご無沙汰でございます。グェン クォク バ

オと申します。 

 新型コロナウイルス感染症拡大の中で、お

元気でお過ごしでしょうか。 

 ４年前、大変お世話になりありがとうござい

ました。皆様のお陰で安心して大学生活を過ごすことがで

きました。そして、無事で良いところに就職できました。現

在、京都で憧れのバイオサイエンス分野に関する仕事を

やっております。職場では皆様のような優しい方々がたく

さんいます。 

 まだ予定でございますが、来年頃に彼女と結婚すること

にしました。今後、機会があれば一緒にご挨拶に伺いた

いと思います。 

 今振り返ったら、あの頃に皆様の支援がなければ現在

の私もいないだろうと思います。大変感謝しております。

困難な留学生がまだまだたくさんいるので、是非ご支援し

て下さると嬉しいです。皆様には直接に恩返しをすること

ができなく申し訳ございません。ですが、自分なりで周りの

困る人を助け、越日の関係を良くにし、社会に貢献してい

きたいと思います。皆様のご応援を頂けると嬉しいです。 

 末筆でございますが、皆様のご健康をお祈りしつつ、ま

ずはお礼のみ申し上げます。 



２０２０学年度米山奨学生 ツー・ティー・ゴックさんより 

 

 彦根ロータリークラブの皆様、

ご無沙汰しております。お元気

でいらっしゃいますか。 

 ベトナム出身のツーティー

ゴックです。２０２１年に滋賀大

学を卒業し、埼玉県に引っ越し

した。現在、綜研化学㈱という

製造企業で働いています。テレビやパソコン等のディスプ

レイを接着するための特殊なアクリル粘着剤を製造してい

る企業です。日々、カスタマーセンターという部署で新規

顧客を開拓したり、サービス向上を考えたりしています。滋

賀県での製造企業顧客にもたくさんサービスを提供して、

とても嬉しいです。 

 ２０２１年に一番活躍できたのは、ベトナム企業の顧客を

開拓できるように、子会社のホームページをベトナム語に

翻訳したことです。今年東南アジアにおける市場調査の

仕事を携わっています。難しいこと、大変な仕事がたくさ

んありますが貢献できるように頑張りたいと思っています。 

 大学時代に大変お世話になりました。ベトナムのことを

皆さんに紹介できて光栄です。本当にありがとうございま

す。一人で埼玉県に来て１年間半経ちましたが、なかなか

馴染んでいくのが難しいです。埼玉県に来たら声をかけ

てください。待っています。 

 また彦根に会いに行きます。ぜひよろしくお願いいたし

ます。 

 

２０２１学年度米山奨学生 張 暁平さんより 

 

 日増しに秋の深まりを感じる

季節となりましたが、皆様もお

変わりなくお過ごしでしょうか。 

 今皆様の優しい笑顔を思い

ながら、「手紙」を書いていま

す。あっという間にロータリー

から卒業しまして半年以上経

過しました。時々お世話になっていた１年間のことが映画

のように再生されます。懐かしいなあと思います。 

 ３月末に神奈川県に引っ越しました。新しい生活・環境

に慣れてきました。この半年間を振り返ると、本当に色々

ありました。前の内定先は事情があったので、やむを得ず

辞退しました。そのまま中国に帰るか改めて日本で就活

するか悩んでいました。この苦しい時に、嶋津さんなどに

相談とアドバイスをいただいたことで、勇気と自信がもどり

ました。日本で再就職を決めまして、７月にIT企業より内

定をいただきました。 

 その後、旅行に行ったり、会社からの課題をしたり、

JAVAを勉強したり過ごしています。１０月３日に内定式に

参加しました。ラッキーなことは、来年まで待たずに１１月

から入社することができます。入社後、しっかりと勉強しな

いといけないことがたくさんあると覚悟ができています。自

分の夢に向かって頑張ります。 

 ここで改めてたくさんのご応援をくださった皆様に感謝を

申し上げます。皆様のご健康を心より願っております。 

尾賀康裕ガバナー公式訪問 役員・理事懇談会報告 

                        幹事 小田柿喜暢 

 １０月６日（木）マリアージュ彦根にて、彦根南ＲＣとの合

同例会後、１３時４５分から１４時４５分の間で「尾賀ガバ

ナー公式訪問 役員・理事懇談会」が開催され、参加者

は、尾賀ガバナー、木村ガバナー補佐、田中地区幹事長

と彦根ＲＣからは細江会長以下１１名の総勢１５名でした。 

 各役員・理事より、今年度活動の概要・思い・疑問など

発表した内容を受けて、尾賀ガバナーが所感や提案など

を述べられました。ガバナーからのご意見で、「役割を受

ける前や直後は不安が多いかもしれないが、進めていくう

ちに責任を持って進められるようになると思います。年度

が終わるころには、もう終わるのかと寂しい気持ちになるこ

とがあります。」と何事も前向きに取り組んで欲しいとのアド

バイスをいただきました。 

 

 

 

 

前回例会報告 

 本日は６年ぶりの彦根南ＲＣと合同でのガバナー公式訪

問例会で、尾賀ガバナー、木村ガバナー補佐、田中幹事

長をお迎えしました。また、午前中に彦根南ＲＣの役員理

事懇談会が行われました。 

 彦根ＲＣ細江正人会長は挨拶で、コロ

ナ禍により会話をしない例会が２年余り

続きました。出席数、会員数が減少し、

寂しい例会でした。本来の例会は、出席

して一定時間テーブルについて世代を

問わず色々な方とお話しできた。早くコ

ロナが終息し、本来のＲＣの例会に戻れる様に、参加者、

会員数が増える様に願いたいと話されました。 

 続いて彦根南ＲＣ上田健一郎会長は

挨拶で、合同例会は６年ぶり多賀大社

参集殿で開催されたこと、彦根ＲＣ２５周

年の時に彦根南ＲＣが創設された等な

ど話されました。 



出席報告 

他クラブプログラム予定 

   

   

 

 

  

 

 

 

 尾賀康裕ガバナーは、アドレスで次のように話されまし

た。まず、彦根は私の生まれたところであり、母親の実家

のあるところです。思い出も多く懐かしい建造物等親しみ

やすい町。幼い頃彦根に来ると近江八幡にない中華そ

ば、ソフトクリームが美味しかった思い出があります。 

 国際ロータリーの方針並びに年次目標について報告さ

れました。今年度の国際ロータリーのテーマは「イマジン 

ロータリー」創造しようとのことです。創造とは、達成する、

理想の姿を想像して行動し、楽しむということでロータリー

７つの重点分野が達成される世界をイマジンロータリーと

いい、自己着眼、実現した社会を目指します。その７つ

は、戦争や紛争のない世界、疫病で困る人のない世界、

誰もが衛生的で安全な水の飲める世界、安心して赤ちゃ

んを産み育てることのできる世界、子供たち全てが平等に

教育を受け、誰もが字を読み書きできる世界、全ての地域

で貧困のない着実な経済発展がなされている世界、自然

と人間が共生できている世界。この７つの世界の実現をイ

マジンして自分達が出来ることを実践するために、具体的

な年次目標のうち、重要なポイントを２つ挙げます。まずポ

リオ根絶に向けてのアクション、人類が根絶した２番目の

疫病となるまで後２％、ポリオ根絶のための運動の継続

と、２点目は公共イメージの向上で、ロータリーの地域に

おける認知度は決して高くないので地域の方が『ロータ

リーって素晴らしい団体ですね』と認識していただく公共

イメージの向上に努めましょうと話されました。 

 次に地区の運営方針です。一言で言えばコロナ禍で沈

滞したクラブの活力と輝きを一気に取り戻そうというもので

す。そのために奉仕と親睦をひたすら実践し、出来るだけ

対面による例会を実施し、これを起点にクラブメンバーて

全員が何らかの形で関わり、事業が成就したあかつきに

は全員で『感動と感激、そして感謝』を実感できる、そんな

ストーリーを描きこんな時だからこそ『いつも笑顔で前向き

に』行動を共にし良い一年にしていきましょう。奉仕活動に

努めて皆で関わりましょう。 

お客さま 

尾賀康裕氏（第２６５０地区ガバナー） 

木村泰造氏（ガバナー補佐） 田中 勝氏（地区幹事長） 

ニコニコ箱 

（本日計 75,000円・累計 527,000円） 

自祝金…尾賀ガバナー、木村ガバナー補佐、田中地区 

  幹事長 

尾賀ガバナー、木村ガバナー補佐、田中地区幹事長を 

  お迎えして…細江君、西村君、戸所君、那須君、安居 

  君、田部君、本庄君 

尾賀ガバナーをお迎えして…小田柿君、中川君、杉本 

  君、後藤君、大森君、今村君、岡田君 

公式訪問例会よろしくお願いいたします。南ＲＣとの合同 

  例会よろしく…渡邊君 

尾賀ガバナー、木村ガバナー補佐、ありがとうございます 

  …片岡君 

尾賀ガバナー、木村ガバナー補佐をお迎えして。南ロー 

  タリーさんとの合同例会よろしくお願いします…嶋津君  

公式訪問例会お世話になります。尾賀ガバナーようこそ 

  …宮川君 

ガバナー公式訪問ありがとうございます。よろしくご指導の 

  ほどお願いします…青木君   

尾賀ガバナーをお迎えして。公式訪問例会よろしくお願 

  いします…小島君 

ガバナー公式訪問例会よろしくお願いします…田井中君 

尾賀ガバナー公式訪問例会を祝して…大舘君 

尾賀ガバナーようこそ。彦根ロータリークラブへありがとう 

  ございます…本登君 

公式訪問…瀧沢君 

葉もなく 花咲く 彼岸花…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 

１０月１４日(金) 長浜東ＲＣ 「湖北の魅力」       

１０月１７日(月) 長   浜ＲＣ 「２０日に変更」      

１０月１７日(月) 五 ・ 能ＲＣ 「夜間例会」       

１０月１８日(火) 彦根南ＲＣ 「１３日に変更 

４５周年記念事業拡大例会」               

 会員数 当日出席 ﾒｰｷｬｯﾌﾟ 出席率（％) 

１０月 ６日 ５０（１０）  ３０（６） ０ ６５．２２ 

 ９月２２日 ５０（１０）  ３０（５） ０  


