
地区スローガン 

ロータリーの原点に返る 

 誠意をもって語り合い、勇気をもって共に未来へ 
（第2650地区ガバナー  松原六郎） 

お祝い                   

会員誕生日    中川勝晴君（９月１２日） 

ご夫人誕生日  浅山君ご夫人あきさん（９月１１日）     

結婚記念日    澤田君ご夫妻（９月１５日） 

入会記念日    藤田益平君（昭和５３年９月１４日） 

理事会報告（2020.9.3）                   

１．情報集会の件 

   テーマ 「コロナ禍のロータリー」について 期間 １０月中  

２．セネガル支援チャリティーバザー開催の件 

   ９月１７日（木）例会前後に開催 

３．第９回サッカー教室の件  

   １０月２５日（日）９：００～１２：００ 於．荒神山グランド       

４．第４５回ロータリー杯少年サッカー大会の件 

   １０月３１日（土）８：３０開会式  於．荒神山グランド    

 

第１回青少年奉仕担当者会議報告 

                     青少年委員長 上西信昭 

 ９月５日（土）第1回青少年奉仕担当者会議がオンラインで

行われました。まず松原ガバナーの挨拶。石原青少年奉仕

委員長挨拶では、奈良ＲＣの取り組みを紹介。子ども食堂が

コロナの影響で開催できない、なんとかと知恵を絞り、登録

家庭に食料品を届けることになった経緯を話されました。 

○ＲＹＬＡについて（田中雅弘 青少年育成委員長） 

 今年度ＲＹＬＡ中止。(コロナの影響) ２０２１年５月に日帰り

で各府県に集まりオンライン研修の開催を予定している。 

○インターアクトについて（田村正行 インターアクト委員長） 

 １２歳から１８歳までの青少年のための組織。やはりコロナ

で、何もできない。       

○ローターアクトについて（中村幸男 ローターアクト委員長） 

 地区内２５クラブローターアクトクラブがある。コロナで全く

活動できない。 

国際ロータリー・テーマ 

ロータリーは機会の扉を開く       
（国際ロータリー会長 ボルガー・クナーク） 
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2020～2021年度 会 長  大舘康伸  会長エレクト 青木竺峰   
          副会長  石原成郎  幹 事    今村康博 
          会 計  上田勝之  ＳＡＡ    杉本克実      

彦根ＲＣ会長テーマ 

クラブの為に 故郷の為に みんなの為に 
（彦根ロータリークラブ会長 大舘康伸） 

今日の食事 

次回例会案内（2020.9.17） 

「 世界に目を向けた奉仕活動 」 

担当 ： 社会奉仕委員会 ・ 国際奉仕委員会 

     

 

幕の内弁当 

 

 

彦根の瘡守稲荷は、井伊直政が

関ヶ原の合戦後、佐和山に移った

時に、城の鎮守稲荷として観音霊

場だった彦根山(金亀山)に祀った

と伝わっている。彦根城築城後

は、庶民は参詣できなくなった。

井伊家11代直中は京橋口から遥

拝している人々を見て稲荷を現在

の場所に移させたのだという。 

「瘡」は皮膚にできるもの・はれもの・きりきず・刀きずなどのことをいう。

もっぱら梅瘡・皮膚病に霊験があると信じられた。昔は瘡守稲荷の周りに

竹藪や林があり人々の病毒を代わりに引き受けた老狐が棲んでおり油

揚げや団子を供えて祈る人が絶えなかったという。 
 
      『近江・湖東ゴーストハンティング』(発行：びわこ湖東路観光協議会)より 
                                     イラスト 連藤久美子 

 彦根ロータリークラブ週報           ２０２０～２０２１ ＶＯＬ.６９ ＮＯ.９  

第３２８８回例会 
２０２０．９．１０ 

開会点鐘 

ロータリーソング斉唱「我らの生業」 

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 

 「青少年奉仕は一日にして成らず」 

 ゲスト：国際ロータリー第2650地区 

      青少年奉仕委員長 

          石原 久歳 氏 

 担 当：青少年委員会 

閉会点鐘 

         於．料亭旅館 やす井 

★ポールハリス語録 
 「微笑みにお金はいりません。 

  ですが、人生の小道を素晴らしく輝かせてくれます」  

知ってやはりますか？こんなこと！！ 

彦根 辺りのお宝 

 妖怪シリーズ 

 老狐 瘡守稲荷 彦根市馬場１丁目４ 



出席報告 

他クラブプログラム予定 

○青少年交換委員会（福村浩之 青少年交換委員長） 

 彦根からも交換留学生が出ている。いつ頃かと質問し

た。調べて連絡するとのこと。 

○青少年保護について（石原久歳 青少年奉仕委員長） 

 ロータリー主催の行事には必ず傷害保険の加入を義務

化する。保険未加入で大きな裁判になったケースがある。  

前回例会報告 

 会長の時間では、基本的教育と識字率向上月間にちな

んですでに国際奉仕とタイアップして進めている「一隅を

照らすセネガル活動」（BIBLIO書籍寄贈プロジェクト）に

ついて配布資料に基づいて説明がありました。９月１７日

に詳しい説明があるということです。 

  本日の卓話は公共イメージ常任委 

 員会の小島委員長が「ロータリー友月 

 間にちなんで」と題し、友の特集「友を 

 プラットホームに新しい交流を」のテー  

 マに基づき話されました。プラットホー

ムとはみんなが交じり合い交流する場所。まずロータリー

の友について今一度確認の意味でプロジェクターを使っ

て説明されました。ロータリーの友は１９５３年１月に発行さ

れ、創刊号は３,３００部で全て横書きでした。１９９０年代後

半が最高で１４２,０００部で、現在は約９２,０００部です。電

子版の入り方、ログインIDとパスワードのお知らせ。そし

て、まずは参加。投稿してみませんか？と、友に掲載して

いる投稿の方法の紹介、また、投稿する時の注意点も紹

介されました。友の公式Facebookが始まったこと。ホーム

ページ・Facebookは彦根ロータリーにもあり更新していま

す。そしてMy ROTARY。とりあえず入って見てくださいと。

その後、会報委員会より、メンバーからの記事「今 思うこ

と・・・」の投稿のお願いなどされ、今月はロータリーの友月

間、とりあえず友を読んでください！と締めくくられました。 

お客さま 

ツーティーゴックさん（米山奨学生） 

ニコニコ箱 

（本日計 41,000円・累計 434,000円） 

勢力の強い台風１０号が週末近づいてきます。皆様、注 

  意をお願いします…大舘君 

ガバナー賞を頂きました！…本庄君 

公共イメージ委員会の卓話の時間をいただきまして。よろ 

  しくお願いします…小島君 

コロナ禍に 市民の期待 ロータリー…正村君 

日本のロータリー１００年の記念切手が９月１８日金曜日に 

  発売になります…安居（継）君 

誕生日を祝っていただいて…岡君、中村君 

妻の誕生日を祝っていただいて…本庄君、杉本君 

皆出席を祝っていただきありがとうございます…本庄君 

入会記念日 これからもよろしくお願いします…井上君 

米山功労者第２回マルチプルとなりました…上田君 

米山功労賞をいただきました…大舘君 

会報・広報雑誌委員会  ／  小島充子  大森修太郎  菅谷 渉 

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１１日(金) 長浜東ＲＣ 「コロナ禍における滋賀県の 
      経済対策について」             

９月１４日(月) 長   浜ＲＣ 「長浜ＲＣ中長期プラン 」      

９月１４日(月) 五 ・ 能ＲＣ 「ＺＯＯＭによる例会」    

９月１５日(火) 長浜北ＲＣ 「第２回クラブ協議会」         

９月１５日(火) 彦根南ＲＣ 「コロナの現状について 
   COCOAについて」受付なし 

 会員数 当日出席 ﾒｰｷｬｯﾌﾟ 出席率（％) 

９月 ３日 ５６（１４） ３６（８） １ ７４．００ 

８月２０日 ５６（１４） ３６（８） ２  

今 思うこと ・ ・ ・ 
 
敦賀大空襲－５歳の記憶 
                         正村嘉規 
 昭和２０年７月１２日夜半、彦根から見る敦賀方
面の空は真っ赤な災の海と化していた。たまたま
母と妹、私は父の実家にいて空襲の難をのがれま
した。もし敦賀にいたら母と私小さな妹は防空壕に
こもるか街中を逃げ回り爆弾の犠牲になっていた
かも知れません。翌日敦賀に帰った、敦賀駅は地
下道の白いタイル壁以外すべて跡形もなく焼け落
ちていた。家の前に立つと焼け野原、あとかたもな
く燃え尽きていました。その中に一輪立葵の花が
夏の日差しを浴びて私達に空襲の悲惨さを物語っ
ているようでありました。 
 アメリカ空軍は我が国の航空機生産施設の徹底
的破壊と首都東京の焦土化を主たる目的として本
土空襲を開始し、東京だけでなく地方都市にも及
んでおりました。すなわち日本国民の戦意喪失と
産業破壊でした。 
 昭和２０年の春浅いころから琵琶湖上空を北進し
日本海へ抜けるコースをとり、Ｂ２９が幾機も見られ
たと言われています。 
 ７月１２日夜の敦賀市の大空襲は日本海沿岸と
しては最初の空襲でありました。１２日夜９時４０分
ごろ熊野灘から侵入したＢ２９約１００機は三波に
分かれ、その一部は奈良三重県境を北上して琵
琶湖の南部を経て敦賀市内に侵入、１１時１２分頃
からパーッ、パーッと火の手が上がり、焼痍爆弾が
雨のごとく投下され、その火の海の中ではなすす
べもなかったと伝えられております。空襲は翌日の
午前２時頃まで約３時間にわたって波状的に続
き、被災は市街の８割を占め焼失家屋は４１１９
戸、被災地帯は５０５７世帯、被災人員１９３００人、
死者は１０９人に上ったそうであります。その後広
島、長崎に続いての原爆投下候補地にもなり、模
擬原爆も投下されたと聞いております。終戦後、私
が敦賀の小学校に入学した頃は何度ともなく生徒
全員に先生からいろいろな型状の焼夷弾の図が
示され、不発弾に近寄るな！さわるな！と注意さ
れた記憶があります。 
 日本海に沈む日没の美しい夕陽に輝く敦賀湾、
７５年前の悲劇が二度と繰り返さない平和な海へ
の思いが私の平和への切実な願いであります。 


