
尾賀ガバナーをお迎えして 

                          会長 細江正人 

 本日はご多用の中、尾賀康裕ガバナー、木村泰造ガバ

ナー補佐、田中 勝幹事長には、彦根ＲＣ３３６８回､彦根南

ＲＣ２０４１回、合同例会へ公式訪問としてご来駕賜り誠に

ありがとうございます。 

 地区運営方針では、ロータリーは樹に例えるとクラブ奉

仕を大木の根として大地にしっかりと張り、職業奉仕という

大きな幹を育て、その幹から社会奉仕、国際奉仕、青少年

奉仕、財団といった多くの枝を出し、葉を茂らせることと示

されております。また、友愛、親睦を大切に心のオアシスと

なるクラブにして、会員同士職業人が集まって親睦のオア

シスで心を洗い奉仕の自己確認をする場所とするよう求め

られています。 

 彦根ＲＣ当年度は２０２２～２３年度地区スローガン「感

動、感激、そして感謝」の下、奉仕（布施）と親睦（多様性）

のクラブ奉仕を実践します。「感謝して品格あるロータリー

ライフをもっと楽しもう」を会長テーマに、例会様式は感染

拡大に配慮しながらコロナ禍前の例会に近づけつつ、メン

バーが参加したくなる楽しい例会を目指し、運営を進めて

おります。奉仕プロジェクトでは継続の事業に加え、やがて

社会で活躍する若年世代へSDG’sの普及を図る事業を計

画し進めておりますことは特筆に値すると考えております。 

 本日の公式訪問を機会に、どうぞご指導ご助言を賜りま

すようお願い申し上げ歓迎の辞とさせていただきます。 
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重要文化財 馬屋 
 

                金亀町 ニの丸 
 
 藩政当時、藩主の乗る馬が常に二十数 
 頭いたと言われております。 
 全国の城郭中唯一の馬屋で、昭和４８年 
 国の重要文化財に指定されております。 
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彦根ロータリークラブ週報 

第３３６８回例会 
２０２２．１０．６ 

＜彦根南RCとの合同公式訪問例会＞ 
 
開会点鐘 
君が代斉唱 
ロータリーソング斉唱「奉仕の理想」 
ビジター紹介 
会食・懇談 
会長の時間 
 会長挨拶 
 ニコニコ箱報告 
 出席報告 
卓話 
 「ガバナーアドレス」        
   国際ロータリー第2650地区 
    ガバナー  尾賀 康裕 氏 
閉会点鐘 
         於．マリアージュ彦根 

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） 

ようこそ彦根ロータリークラブへ 

 

 

国際ロータリー第２６５０地区ガバナー 

    尾賀 康裕 氏  

    １９５５年３月４日生 

    ㈱尾賀亀 取締役会長 

    近江八幡ＲＣ （石油製品販売） 

 

 

滋賀第３グループガバナー補佐 

    木村 泰造 氏  彦根南ＲＣ （水産物加工） 

               木村水産㈱ 代表取締役会長 

 

地区幹事長 

    田中  勝 氏   近江八幡ＲＣ （不動産鑑定士）  

               ㈱田中勝不動産鑑定士事務所  

                           代表取締役   
    

次回例会案内（2022.10.13）  ☆会場は伊勢幾です 

   「 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 



出席報告 

他クラブプログラム予定 

１０月のスケジュール 

１０／５   定例理事会（１０：００～事務局） 

   ６   尾賀ガバナー公式訪問例会 

                 （１２：３０～マリアージュ彦根） 

       役員・理事との懇談会 

                 （１３：４５～マリアージュ彦根） 

   ７・２１  書道教室（１０：００～まちなかプラザ）   

   １３  ７０周年実行委員会（１１：３０～伊勢幾）  

   １７・３１ 浦部謡曲教室（１８：００～千代神社 ） 

   ２３  第１０回サッカー教室 

                    （９：００～荒神山グランド） 

   ２７  会員物故者法要（１０：３０～やす井 ） 

       定例理事会（１３：４０～事務局） 

   ３０  第４６回ロータリー杯少年サッカー大会 

                    （８：３０～荒神山グランド） 

ロータリーの友１０月号 必見どころ 

横書き Ｐ７   共に生きる世界への伝言 

             私、空気は読みません 

     Ｐ１４  『友』１０年を振り返る 

縦書き Ｐ４   デジタル時代の企業革命が 

                  会社と地域を変える 

     Ｐ９   この人 訪ねて  池上知恵子さん 

 私の家族（親族）は夫婦と子どもとその配偶者、孫９人と

合わせて２１人です。長年に亘って２１人全員が集まる当

家毎年の恒例行事が二つあります。 

 一つは元旦で、我が家に集合、仏壇と神棚にお参りし

て、氏神さんの千代神社に初詣に行きます。帰宅後はお

雑煮とおせち料理で会食。夕刻からはホテルへ移動し新

年祝賀会を開いてきました。（近年はホテルの廃業で中止

しています。） 

 二つ目は、毎年８月１３日に行うお盆のお墓参りの行事

です。我が家に集合し仏壇にお参り後、妻の実家（愛知

川）のお墓と仏壇に参ります。それから当家のお寺のある

日野町へ移動、お寺の中にあるお墓へ着くと、２１人がツ

ルベで水を汲み、三つの墓石をタワシで綺麗に磨いて掃

除。お花を手向けてお参りします。 

 お参りが済んだら鈴鹿スカイラインで山越えをして湯の

山温泉で一泊します。以前は２１人全員が泊まったのです

が、近年は日野の墓参りまでは全員参加、温泉宿泊は希

望者にしています。この二つの行事を長年続けることがで

きたのは、子どもの小さいときからやり続けてきたからだと

思っています。私たち夫婦にとってこの２１人が集まる我が

家の二大行事は悦びの行事になっています。 

前回例会報告 
 会長の時間では、会長が県議会出席のため例会を欠

席され、正村副会長がご挨拶されました。会長と相談し

て、今日皆さまにお願いしたいことがある。 

会員である秋野君が６月の例会で『悔いなき人生を』という

形で死生観を述べられた。彼は平成１９年に膵臓癌という

診断を受けたが、非常に頑張っておられた。ご家庭で静

養なさっていると思うが、この秋空深くなると、彼もゴルフ

がしたくてしょうがないと思う。どうか皆さんで、秋野君に一

言書いていただいて、激励の言葉をお願いしたい。今日

出席でない方や今日思いつかないという方もいると思うの

で、今週から来週にかけて、是非一筆お願いしたいとお

話しされました。 

 本日の卓話は「創立７０周年について」

と題して、西村昭７０周年実行委員長が

話されました。創立７０周年事業として、

前回以降５年間で８名の方が亡くなられ

ており、物故者法要を１０月２７日（木）１０

時３０分から料亭旅館やす井にて行う。ま

た、来年３月にひこね燦ぱれす跡に成木の植樹を行う。

彦根市の木『たちばな』の植樹を検討していたが、寒さに

弱く、『クスノキ』や『もみじ』の植樹を検討している。また、

記念式典を２０２３年５月１８日（木）１５時からエクシブ琵琶

湖にて行う。来賓として、尾賀ガバナー、彦根市長、滋賀

県知事に要請し、総勢１１０名となる。さらに姉妹クラブの

高松ＲＣにも出席依頼をしている。また、式典後に、記念

誌を発行する。予算は、周年事業の積立金５８０万円の

内、２８０万円を取り崩し、会費等合わせて４１０万円となる

とお話しされました。 

 また、新会員スピーチで本年６月に入会された黒杭隆政

君が自己紹介をされました。福岡市出身で、１９６９年生ま

れ。子供の頃や、中学、高校で影響を受けたことを紹介さ

れ、キリンビールに入社され、栃

木、北海道、滋賀、福岡と東京

での勤務を経験されました。途

中ドイツでブラウマイスターの資

格を取得し、ドイツの世界遺産と

ビールの話や日本１００名城巡り

の趣味の話をされました。 

 

 

ニコニコ箱 

（本日計 25,000円・累計 452,000円） 

久方の 友との宴 夕月や…正村君 

本日は卓話の機会を頂きありがとうございます…黒杭君 

妻の誕生日を祝っていただいて…鈴木君、小田柿君 

結婚記念日を祝っていただいて…川口君 

入会記念日を祝って頂いて…瀧沢君、北村君、田部君 

入会記念日９月２９日をお祝い頂きありがとうございます。 

  入会２８年になりました…安居（継）君   

入会して３年目に入りました。変わらぬご支援よろしくお願 

  いいたします…土橋君 

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 ７日(金) 長浜東ＲＣ 「私の成長と米山奨学生」       

１０月１０日(月) 長   浜ＲＣ 「休会」      

１０月１０日(月) 五 ・ 能ＲＣ 「休会」       

１０月１１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（％) 

９月２９日 ５０（１０）  ２９（６） ０ ６３．０４ 

９月 ８日 ５０（１０）  ３２（５） ０  

我が家の二大行事           西村 昭               


