
創立７０周年記念例会を迎えて  
                          会長 細江正人 
 １９５２（昭和２７）年１０月２日、大津、長浜両クラブスポン
サーの下、県下３番目の彦根ロータリークラブが２７名の
チャーターメンバーで誕生したと承知しております。 
 以降７０年の永きにわたり、高邁な理念と高い倫理基準を
もって奉仕の理念を奨励し、「超我の奉仕」を育んで来ら
れました、先輩会員の皆様に敬意と深甚なる感謝の意を
表したいと存じます。 
 今年度は「感謝して品格あるロータリーライフをもっと楽し
もう!!」をスローガンにして心がまえで何事も楽しくしようと、
例会も楽しく、奉仕も楽しく、楽しい親睦活動を通じて友情
を深めるべく進めております。SDG’sについても取り組み
始めたところです。 
 このような中で、本日１０月２７日を創立７０周年記念例会
日とさせていただきました。午前中にはこの５年間にご逝
去の会員様の法要を勤めさせていただきました。記念事業
としてはプロシードアリーナHIKONE（彦根市スポーツ・文
化交流センター）の南彦根駅寄り正面エントランス右側に
記念植樹を行います。現在贈呈する樹種の選定、植樹時
期と外構工事とのタイミングを調整しております。また、記
念式典は新型コロナ禍の影響に鑑み、今年度終盤の来年
５月１８日(木)エクシブ琵琶湖において開催します。 
 末筆になりましたが、７０周年記念事業実行委員の役員
をはじめ理事役員、関係者の皆様にお世話になりましたこ
とに対し御礼申し上げ、ご挨拶といたします。 
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石田三成屋敷跡 
 

                   古沢町 佐和山下東山団地 
 豊臣秀吉の側近として知られ、五奉行の筆頭で佐和山 
 十八万石の領主。 
 石田三成の屋敷跡は今の古沢、東山団地にあります。  
 関ヶ原合戦で思わぬ敗北となり慶長５年１１月６日京都 
 六条河原で処刑されております。行年４１歳。 
 農民、町民を愛しよく善政を布きましたので、彼の死後 
 領内の民は石田地蔵を祀り今でも彼の菩提を弔ってお 
 ります。当時「三成にすぎたるもの二つあり、島の左近 
 に佐和山の城」と謳われました。島左近は有名な軍師 
 でありました。 
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彦根ロータリークラブ週報 

第３３７１回例会 
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＜創立記念例会＞ 

開会点鐘 

ロータリーソング斉唱「四つのテスト」 

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 

 「彦根ロータリークラブの歴史を 

             振り返る」       

   担当：北村 登 君 

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                          

配偶者誕生日 伊藤君ご主人敦生さん（１０月３０日）                     

結婚記念日   浅山君ご夫妻（１１月３日） 

          小椋君ご夫妻（１１月７日）             

入会記念日   青木竺峰君（２００９年１１月５日） 

                     

１１月のスケジュール 

１１／４・1８ 書道教室（１０：００～まちなかプラザ） 

       ７・２１ 浦部謡曲教室（１８：００～千代神社） 

   １１  びわ湖八幡ＲＣ創立３５周年記念 

        チャリティーゴルフコンペ（名神八日市ＣＣ） 

   １７  ワインクラブ（１８：００～龍鱗）   

   １９  第１回ゴルフ同好会ゴルフコンペ・懇親会 

                        （彦根ＣＣ・伊勢幾） 

   ２０  メジャードナー顕彰午餐会 

               （１０：１５～神戸ポートピアホテル） 

   ２６  第１組ＩＭ（13：30～びわ湖大津プリンスホテル) 

       新会員セミナー（１０：００～） 

       会長会議（１１：００～） 

       懇親会（１６：３０～） 

次回例会案内    

 （2022.11.3）  休会  

 （2022.11.10） 担当 ： ロータリー財団委員会 



出席報告 

他クラブプログラム予定 

情報集会開催日時・場所 

◇第２班  １１月１５日（火）１８：００～ 武相草 

◇第３班  １１月１６日（水）１８：００～ 龍鱗 

◇第４班  １１月 ４日（金）１８：００～ 伊勢幾 

◇第５班  １１月１１日（金）１８：００～ 伊勢幾 

 

１９７５学年度米山奨学生 リエン・テ・アンさんより 

近況報告が届きました 
拝啓 お便りを頂いてありが

とう御座います。大変久しくご

無沙汰して、皆様に連絡して

おらず申し訳ございません。 

彦根のロータリアンの皆様は

お元気でご活躍されると思わ

れます。 

以前の近況報告から８年経ちましたですね歳月人待たず

時間がたつのは早いですね。偶然にもクラブの７０周年記

念に合わせて小生も今年７０歳になりましたがお蔭様でま

だ引退せずにに元気で今の事業である日本のお菓子、

飲料を輸入し、スーパーマーケットに卸す仕事を継続して

おります。毎日の水泳で健康を維持しています。 

今は５人の孫（二人の娘の子供です）がおります。孫たち

との付き合いは楽しいですが結構疲れますね（一笑） 

彦根ロータリークラブは今年度７０周年を迎えられて、誠に

喜ばしく思われます。 

参加できず大変残念ですが創立記念例会は盛会であり、

クラブはこれからますます発展して行く様に遠いシドニー

から切願しております。 

彦根ロータリアンの皆々様にますますお元気にご活躍さ

れる様にお祈り申し上げます。 

貴職は事務局で７０周年記念例会の準備などに追われて

大変ですがどうご健康に気を付けて頑張って下さい。 

まずは近況をご報告させて頂きます。 

添付写真はいつも通っている市立プルーです。   敬具 

                  小倉 英世(リエン テ アン) 

                           シドニーにて 

前回例会報告 

 会長の時間では、１０月の米山月間にちなんで、米山記

念奨学会についてお話されました。米山記念奨学会は、

将来母国と日本との懸け橋となって国際社会で活躍する

優秀な留学生を奨学することを目的としている。民間最大

の奨学事業であり、奨学生の採用数は、年間約９００人。

特色としては、奨学金による経済的な支援だけでなく、

ロータリークラブ独自の世話クラブとカウンセラー制度によ

る心の通った支援制度である。メンバーの皆様に、年間２

４，０００円お願いしておりますが、２０２０～２０２１年度で 

１４億４，７００万円の事業になっていると説明されました。  

 幹事報告では、例会運営について、１１月よりコロナ前の

形に少し戻し、食事を例会の中で取って頂きますと報告

がありました。 

 委員会・同好会報告では、ロータリー情報委員会から

「ロータリーの危機」をテーマに情報集会の実施のお願

い。７０周年実行委員会からは、会員物故者の方々の法

要についての日時等の説明がありました。 

 本日の卓話は、１９９８～１９９９年京都紫竹ロータリーク

ラブの米山奨学生であった陳 韻如氏（滋賀大学経済学

部教授）をお招きし「米山奨学生と社会奉仕」をテーマに

お話し頂きました。 

 留学すべきか、「どこ」で「なに」をするの

かを悩んだ。母国と日本の労働条件を比

較、個人的な要因も加味し、留学の道を

選択した。修士課程時代に日本で就職

活動を行ったが、就活生の画一のスーツ

姿に違和感を覚えました。日本の就職氷

河期に直面し、当時は外

国人の採用も少なく苦労

した。リベンジしたい気持

ちを家族にも伝え、博士

課程に進学。博士課程

修了後、指導教官や先

輩、日本交流協会、ロータリークラブの協力もあり無事に

教員として採用されました。その後のロータリークラブとの

かかわりでは、年賀状のやり取りやカウンセラーへの挨

拶、周年記念イベントに参加しています。ロータリークラブ

とのつながりを通じて、自分は社会奉仕として、何ができる

のか、をつねに意識するようになり、機会があればどんど

ん実践して行きたいと話されました。 

お客さま 

陳 韻如氏（ゲスト：滋賀大学経済学部教授・米山学友） 

ニコニコ箱 

（本日計 29,000円・累計 601,000円） 

陳 韻如さんをお迎えして…細江君 

ようこそ 陳 韻如様、今日はよろしくお願いします 

  …嶋津君 

来週開催の「会員物故者追悼法要」よろしくお願いします 

  …西村君 

情報集会のシーズンとなりました。メンバーの皆様よろしく 

  お願いいたします…大舘君   

本日、西明寺山門前でお店をオープンしました… 上田君 

嬉しいお知らせが届きました…渡邊君 

長旅の 疲れをいやす こはく鳥…正村君 

結婚記念日を祝って頂きありがとうございます…本庄君 

お陰で入会して３４年になりました…大森君 

入会記念日を祝っていただいて…細江君 

入会をお祝いいただき誠にありがとうございます。入会し 

  て1年経つと明日の過ぎる速さに驚きます、この一年成 

  長できたか振り返りつつこれからもより良く善く一日一 

  日を過ごすよう努めてまいりたいと思います。よろしくお 

  願いいたします…伊藤君   

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２８日(金) 長浜東ＲＣ 「曳山祭りを描く」       

１０月３１日(月) 長   浜ＲＣ 「イニシエーションスピーチ」      

１０月３１日(月) 五 ・ 能ＲＣ 「駅前広場清掃」       

１１月 １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（％) 

１０月２０日 ５０（１０） ２９（６） ０ ６３．８３ 

１０月 ６日 ５０（１０） ３０（６） ０  


