
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    井上清宏君（９月２５日） 

           細江正人君（１０月６日） 

ご夫人誕生日  井上君ご夫人裕美さん（９月２０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） 

           森君ご夫妻（１０月７日） 

入会記念日    北村 登君（昭和５６年１０月１日） 

            浅山禎信君（平成２９年１０月５日） 

            田部泰男君（平成１１年１０月７日） 

１０月のスケジュール 

１０／１ 定例理事会（１３：４０～やす井） 

    ８ ワインクラブ（１８：００～ホテルサンルート彦根） 

   １２ 浦部謡曲教室（１８：００～千代神社） 

   １３ 県下ＲＣ合同親睦ゴルフ大会（近江ＣＣ） 

   １７ 第１回社会奉仕委員長会議（１４：００～オンライン）  

   １８ 地区ＲＬＩパートⅠ（ＷＥＢ研修会）（９：３０～） 

     グルメ同好会（１７：００～やす井） 

   ２４ 地区ＲＬＩパートⅠ（ＷＥＢ研修会）（９：３０～） 

     地域別職業奉仕担当者懇談会 

         （１３：３０～ホテルボストンプラザ草津びわ湖） 

   ２５ 第９回サッカー教室（９：００～荒神山グランド） 

   ２６ 浦部謡曲教室（１８：００～千代神社） 

   ３１ 第45回ロータリー杯少年サッカー大会（荒神山Ｇ） 

ロータリーの友１０月号 必見どころ                  

横書き Ｐ３ ＲＩ会長メッセージ  

          「新しいツールを利用しロータリー活動を」 

縦書き Ｐ９ この人 訪ねて 

         北海道で温泉旅館を営み、コロナでも休まず          

         営業をされています。  

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（2020.10.8） 

  「 日本での生活と私の夢 」 

  ゲスト ： 米山奨学生 ツーティーゴックさん 

  担 当 ： 米山奨学委員会 

     

 

幕の内弁当 

  
 井伊家13代直弼が自 

 ら制作し、兄の12代 

 直亮に贈った向付。 

 楽焼という手捏（てづ 

 く）ねのやきものです｡ 

 直弼は28歳頃から楽 

 焼を作り始め、世継と 

 なってからは、京焼の

名工尾形乾山の流れを汲む陶工三浦乾也から伝授を受けたと伝

えられています。この向付は、直弼が世継となる以前の庶子時代

に作られたもの。井伊家の家紋である橘をかたどったデザインに

は、井伊家の当主である兄へ贈るにふさわしい意匠をと、直弼が

工夫を凝らした様子がうかがわれます。 
  

          【彦根城博物館 学芸員（茶道具、調度） 奥田晶子】 

 彦根ロータリークラブ週報           ２０２０～２０２１ ＶＯＬ.６９ ＮＯ.１１  

第３２９０回例会 
２０２０．１０．１ 

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 

 「たばこについて」 

  担当：後藤元一 君 

閉会点鐘 

 

         於．料亭旅館 やす井 

★ポールハリス語録 
 「人間は、通常進歩するという点で、他の動物とは異なり 

  ます。人間の進歩を長く抑えることのできる唯一のもの 

  は、先例です」  

知ってやはりますか？こんなこと！！ 

彦根 辺りのお宝 

直弼（なおすけ）から兄直亮（なおあき）への贈りもの 



出席報告 

他クラブプログラム予定 

情報集会 

◇第１班 １０月１５日（木）１４：００～ 事務局  

◇第５班 １０月１５日（木）１８：００～ 伊勢幾 

 

「一隅を照らす事業」 

セネガルに図書を送ろうチャリティーバザー開催 

                 社会奉仕委員長 田井中 徹 

 今回は、セネガルの子供たちに図書を送るためのチャリ

ティーバザーを、９月１７日（木）例会の前と後で開催いた

しました。 

 セネガルの子供達の識字率向上のため、我々ロータリア

ンができることを、できる範囲で実行していこうという、大舘

会長の意思に添って、手を洗おう会と協力して開催するこ

とができました。今回のバザーの売り上げは、￥８０，１００

となりました。目標は￥１６６，０００です。商品はまだ半分

残っております。ぜひ、みなさんのご協力で目標額を達成

したいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

 今後も、例会の始まる前や、事務局にてチャリティーバ

ザーを継続的に行っていきます。奉仕の精神を胸に、ご

協力お願いいたします。 

 

ゴルフ同好会第１回ゴルフコンペ報告 

               ゴルフ同好会幹事 小田柿喜暢 

 ９月１９日（土）に、本年度第１回目のゴルフ同好会のコ

ンペを行いました。第１回目は遠征で少し足を伸ばして、

栗東にある琵琶湖カントリー倶楽部で開催しました。第１

回目ということで総勢１９名の多数の方が参加されました。

また、好天で絶好のゴルフ日和になりました。 

 本年度はHDCP制での順位争いとなり、優勝者は澤田

君でした。 

              栗東 三上 GROSS HDCP NET 

優 勝： 澤田和重 君  ５５  ４５   １００   ３０  ７０ 

準優勝：秋野正誠 君  ４９  ４５    ９４   ２３  ７１ 

３ 位 ：本登忠雄 君  ４９  ４９    ９８   ２７  ７１ 

前回例会報告 

 会長の時間では、本日例会前から行われている「セネガ

ル支援チャリティーバザー」の内容（手を洗おう会より依頼

があり実施したこと。さをり織の作品は当クラブがさをり織

の糸を支援しているベトナムから送られてきたものなど）を

説明され、ご協力よろしくと話され、本年度社会奉仕＆国

際奉仕事業のご紹介とお願いをされました。 

 本日の卓話は、社会奉仕・国

際奉仕委員会の担当で「世界に

目を向けた奉仕活動」と題し、田

井中（徹）社会奉仕委員長より

プロジェクターを使って話されま

した。 

 まず、本日のチャリティーバザーのお礼を、そして全て

売りたいと意気込みでお願いされました。近年の国際奉

仕事業の推移を、過去３年間のベトナムに力を注ぎ込ん

できた写真を見ながら話されました。今年はセネガル。子

供達の識字率が非常に低いことに目を向け、一隅を照ら

す事業として、世界５ヶ国で展開しているＮＰＯ法人「手を

洗おう会」と提携して活動されます。彦根ＲＣではセネガル

の子供達に本を送り、図書室を作り、文字を読むこと、文

字に親しむチャンスを作ってあげたいと５校ほどに約２００

冊ずつ設置予定。セネガル・首都ダカールの地図と国の

状況を説明され、手を洗おう会とのマスクマンプロジェクト

で子供達にマスクを送った状況も見せて頂きました。現

在、現地スタッフが我々のプロジェクトのために動いてくれ

ていて、図書室は改修工事が進められているそうです。本

年度コロナウィルス感染症の状況により事業計画が変更

になる可能性があるのでご了承願います。また、国際奉仕

活動が実行された時は、市内の高校に「ロータリーの奉仕

活動と世界の子供達」と題して講演会を開催したいと計画

しています。乞うご期待と締めくくられました。 

ニコニコ箱 

（本日計 27,000円・累計 500,000円） 

セネガル支援チャリティーバザーご支援ご協力の程よろし 

  くお願い申し上げます…大舘君   

社会奉仕プロジェクト卓話がんばります。チャリティーバ 

  ザー買ってね…田井中（徹）君 

秋野さんすっかり回復されてよかったです…細江君 

菅総理とかけて何と解く 正村嘉規と解く その心は互い 

  に下戸…正村君 

誕生日を祝って頂きありがとうございます…田井中(徹)君 

妻の誕生日を祝っていただいて…浅山君 

皆出席４２年を祝っていただいて…藤田君 

皆出席２６年をお祝いいただいて…安居（継）君 

入会記念日をお祝いいただいて…安居（継）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 

１０月 ２日(金) 長浜東ＲＣ 「9/28に変更」    受付なし             

１０月 ５日(月) 長   浜ＲＣ 「私について」      

１０月 ５日(月) 五 ・ 能ＲＣ 「移動例会」     受付なし    

１０月 ６日(火) 長浜北ＲＣ 「自分の仕事を 

     パラダイムシフトする 」        

１０月 ６日(火) 彦根南ＲＣ 「クラブフォーラム」  受付なし 

 会員数 当日出席 ﾒｰｷｬｯﾌﾟ 出席率（％) 

９月１７日 ５６（１４） ３６（９） ０ ７０．５９ 

９月 ３日 ５６（１４） ３６（８） ０  


