
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                   

ご夫人誕生日 澤田君ご夫人恭子さん（１０月１６日） 

結婚記念日   田井中（徹）君ご夫妻（１０月９日） 

          本庄君ご夫妻（１０月２２日） 

          浅山君ご夫妻（１１月３日）         

入会記念日   柳 大輔君（令和元年１０月２４日） 

           細江正人君（平成２年１０月２５日） 

           田井中順次君（昭和５３年１１月２日） 

皆出席      北村君…３７年 田部君…２１年 柳君…１年 

 

第１回社会奉仕委員長会議報告     幹事 今村康博 

 １０月１７日(土)Web会議にて第１回社会奉仕委員長会議

が開催され、冒頭で松原ガバナーが「ロータリーの社会奉仕

を考える」というテーマで講演されました。決議２３－３４の６

「社会奉仕活動の選択指針」を引用され、中でも印象的だっ

たのは、（g）クラブがひと固りとなって行動するだけで足りるよ

うな事業よりも、広くすべてのロータリアンの個々の力を動員

するものの方がロータリーの精神によりかなっていると言え

る。RCでの社会奉仕活動はRCの会員に奉仕の訓練を施す

ために考えられたいわば研究室の実験としてのみこれを見

るべきであるからである。ということを強く話されました。続い

て、前年度の社会奉仕事業報告発表で、奈良RC『「コトのは

じまり奈良を知る」親子奈良ソムリエ』、大津市内４RC合同事

業『スペースロボットコンテスト全国大会2019ジャパンオープ

ン』、京都朱雀RC『企業人と学生によるリアル脱出ゲーム・遊

びX就職・採用を考えるシンポジウム』、丸岡RC『バツ婚クラ

ブ（離婚経験者対象婚活事業）』と、どれもユニークな事業

ばかりで聞いているだけでも楽しくとても感心させられまし

た。最後に、講評で松原ガバナーがもっと地域のインターア

クターやロータアクターを巻き込んで企画の段階から参加さ

せるべきである、それが青少年の奉仕活動の訓練であり、

リーダーシップのスキルアップに繋がるのだと話されました。 

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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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 

（2020.10.29） 休会 

（2020.11. 5） 「財団の仕組みと資金について」 

            担当 ： ロータリー財団委員会 

     

 

幕の内弁当 

 
 

 一見、不思議な  

 文字が並んでい 

 るように見えてし 

 まいますが、これ 

 が実は、井伊家 

 に伝わった書物 

 のなかで、研究 

 のための閲覧希

望が最も多い資料です。書かれているのは、琴(こと)の一種であ

る琴(きん)の演奏に関わる用語とその解説で、例えば「觸」は「薬

指で一本の弦を打つ」を意味するというようなものです。中国の唐

代中頃(8世紀頃)までは、このような用語を駆使した文章によって

楽譜が書かれていました。この種の解説としては、最も古い内容

を伝えるものであると専門家から高く評価されています。 
                               【彦根城博物館 学芸員（古文書） 早川駿治】 
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第３２９３回例会 

２０２０．１０．２２ 

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 

 「ビールについて」 

  担当：玉置 貴一 君 

閉会点鐘 

 

         於．料亭旅館 やす井 

★ポールハリス語録 
 「励ましとは炎のようなものです。 

  奉仕の薪をくべなければ、まもなく消えてしまいます」  

知ってやはりますか？こんなこと！！ 

彦根 辺りのお宝 

琴用指弾法 (きんようしだんほう) 



出席報告 

他クラブプログラム予定 

県下ＲＣ親睦ゴルフ大会に参加して      安居継彦 

 １０月１３日（火）近江カントリー倶楽部で第７８回滋賀県

下ＲＣ親睦ゴルフ大会が野洲ＲＣのホストで開催されまし

た。快晴、微風のゴルフ日和の中、県下１６クラブから１１６

名のロータリアンが参加。彦根ＲＣからは、正村君、田部

君、片岡君、上西君、安居継の５名が参加しましたが、ハ

ンデキャップと運に見放され、入賞したのは田部君の壮年

の部７位とドラコン賞だけでした。クラブ内上位４人の成績

で争う団体戦も１４クラブ中１１位と振るいませんでした。次

回は参加者を増やして雪辱を期したいと思います。 

 

グルメ同好会開催                 上田勝之 

 １０月１８日（日）料亭旅

館やす井にてグルメ同好

会を開催いたしました。京

都を中心に訪問しており

ましたがコロナ禍ということ

もあり、これからしばらくは

滋賀県内で開催すること

となりました。やす井は例

会で利用しておりますが、本格的な会席料理を楽しむこと

にしました。当日は１３名の参加で始まり、ソーシャルに配

慮したお席で先付として希少な部位（とうがらし）の近江牛

のローストに始まり、旬の栗や松茸を使用した椀物や自家

製のカラスミを散りばめた真名鰹のオイル焼、近江牛ヒレ

ステーキなど〆にはスッポン雑炊が出て楽しむことが出来

ました。会話も弾み、久しぶりのグルメ同好会を開催する

ことができました。  

前回例会報告 

 会場の時間では、前回、ポリオの感染状況の説明を実

施。パキスタンとアフガニスタンの２か国が残っている。今

回は日本のポリオの状況について説明。１９３０～１９５０年

代から、ポリオの発症が拡大し、地域を問わず、発症者が

出た。１９６０年には北海道を中心に５０００名発症。１９６１

年にロシアからワクチンを輸入し、一斉接種。１９８０年以

降ポリオみられず、根絶を宣言した。経口生ワクチンによ

り、まれに発症が認められる。日本国政府はビルゲイツ財

団と連携し、約５０億円のポリオ根絶補助金を拠出。国際

ロータリーもビルゲイツ財団と連携し、根絶に向け、取り組

み中である、と話されました。 

 本日の卓話は中村 哲君が

「Daigasグループ（大阪ガス）

の現状」と題して話されまし

た。大阪ガスは明治３８年に

事業開始し、今年で１１５年に

なります。約１６０社のグルー

プ会社を持ち、国内のエネルギー事業の他、様々な事業

を展開しています。近年、自然災害が多い中、種々の耐

震対策を行っており、ガス導管の耐震化率は阪神大震災

当時の６８％から８７％まで高まりました。インターネットに

繋がる最新のガス警報器は、気象警報や熱中症注意喚

起等を音声でお知らせする機能もついています。環境問

題への対策として、高効率なガス機器の導入の他、太陽

光や風力等の活用にも取り組んでおり、２０３０年までの累

計で国の目標の２％にあたる７０００万トンのCO2削減を目

指しています。CO2を再利用してメタンガスを合成するメタ

ネーション技術の開発にも取り組んでいます。 

 

ニコニコ箱 

（本日計 20,000円・累計 621,000円） 

私事ですが、おかげさまで１０／１２に行われた滋賀県シ 

  ニアゴルフ選手権の予選を通過することができました。 

  「練習はうそつかない」この言葉をあらためて実感しま 

  した…大舘君   

卓話でお話させて頂きます。よろしくお願いいたします 

  …中村君 

県下ＲＣチャリティーゴルフコンペ参加の皆様お疲れさま 

  でした…安居（継）君   

八十路来て 誓いし禁煙 秋の良き日に…正村君 

先般、京都西大路御池のクリニックで健診を受けてきまし 

  た。数値がほぼ正常範囲内にあり、日常の生活習慣が 

  評価され、満足しているしだいです…杉本君   

誕生日を祝っていただいて…細江君 

入会記念を祝っていただいて。残り少なくなってきました。 

  …大森君 

会報・広報雑誌委員会  ／  小島充子  大森修太郎  菅谷 渉  土橋潤也  秋野浩一 

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２３日(金) 長浜東ＲＣ 「一歩一歩、未来へ進む 」             

１０月２６日(月) 長   浜ＲＣ 「私の植物への想い」      

１０月２６日(月) 五 ・ 能ＲＣ 「駅西清掃活動」  受付なし     

１０月２７日(火) 長浜北ＲＣ 「米山奨学生による卓話」         

１０月２７日(火) 彦根南ＲＣ 「新会員スピーチ」  受付なし 

 会員数 当日出席 ﾒｰｷｬｯﾌﾟ 出席率（％) 

１０月１５日 ５７（１３） ３７（９） ０ ６９．８１ 

１０月 １日 ５７（１３） ４１（８） ０  

今 思うこと ・ ・ ・ 
「倒産」                    秋野正誠 

 １９８０年１２月、負債総額６６億４０００万円で倒

産！原因はいろいろありますが、つき詰めれば私

の危機管理の甘さにつきます。 

 最近、倒産直前の資金繰りの事、従業員の再就

職の事、家族の事等、夢をみる事があります。夜中

に目がさめ当時の事が頭の中を巡り、なかなか寝

つかれません。そんな時いつも思うのは、恐怖や

辛かった事、悲しかった事は思い出さないように

し、うれしかった事（倒産という最悪の中でもありま

す）・・・妻の心にしみる一言、友人の心温まる励ま

し、大学の後輩達のカンパ、従業員の力強い声等

を思い出すようにすると心が落ち着きます。 

 今、このコロナ禍、経営者には本当に厳しい時で

す。どんな手段を講じても生き延びて下さい！倒

産は本当に地獄です・・・・・。今、思うのはあの時

今のキャリアがあったらナアとバカな事を思う事が

あります。 


