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知ってやはりますか？こんなこと！！

彦根 辺りのお宝

陶磁器で作られた篳篥（ひちりき）

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）

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）

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）
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「私の夢と日本での生活」
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
閉会点鐘
於．料亭旅館 やす井

竹製

陶磁器

篳篥は、雅楽で使用する小さな縦笛
です。本来は竹製ですが、当館が所
蔵する、井伊家12代の直亮（なおあ
き）が収集した雅楽器コレクションの中
には、染付の陶磁器で作られた珍し
い篳篥があります。指孔と指孔の間に
巻く細い樹皮も筋状に丁寧に表現し
ており、本来とは異なる素材を使っ
て、本来通りの姿の楽器を作ってみよ
うという遊び心が感じられます。ただ、
流石に陶磁器だけでは音色に難が
あったようで、中に筒状の竹が入れら
れてます。竹製の篳篥と比べてどのよ
うな音色がするのでしょうか。気になる
ところです。

【彦根城博物館 学芸員（能面・能装束、楽器） 茨木恵美】

★ポールハリス語録
「国境地の責務とは、
私たちの中にある最上のものへの挑戦です。
その挑戦を受けて立ちましょう」

お祝い
会員誕生日
ご夫人誕生日
結婚記念日

入会記念日

細江正人君（１０月６日）
玉置貴一君（１０月８日）
森君ご夫人知恵子さん（１０月８日）
小田柿君ご夫人友加里さん（１０月１０日）
大舘君ご夫妻（１０月８日）
田井中（徹）ご夫妻（１０月９日）
吉原君ご夫妻（１０月１０日）
瀧沢隆司君（昭和５９年１０月１１日）
吉原 保君（平成２４年１０月１１日）
御代麻理子君（平成２４年１０月１１日）

理事会報告（2020.10.1）
１．退会会員の件
小菅一彦君、健康上の理由で９月末日付で退会
２．ポリオ根絶活動募金の件
１０月２４日世界ポリオデーに向け、全員３０００円寄付
することに決定
３．赤い羽根共同募金の件
社会奉仕委員会から３万円拠出

今日の食事
幕の内弁当

次回例会案内（2020.10.15）
「 Daigasグループ（大阪ガス）の現状について 」
担当 ： 中村 哲 君

１０月は米山月間です
１０月の米山月間は、日本独自の特別月間である。
クラブはこの月に特に米山奨学事業の意義を深く
認識し、寄付金を募る活動をする。そのために米
山奨学生や地区役員・委員の卓話を聞き、更に
奨学会から提供される資料をもとにクラブフォー
ラムを開催したりすることが推奨されている。
（ロータリー情報ハンドブック２０１７より）

四つのテスト １．真実かどうか ２．みんなに公平か

１０月は経済と地域社会の発展月間です
２０１４年１０月ＲＩ理事会は、１０月を重点分野：
「経済と地域社会の発展月間」とした。貧困地域の
経済発展を目的とした、企業家、地域社会のリー
ダー、地元団体を含む地域ネットワークの向上、
雇用創出、支援が行き届いていない地域社会での
貧困の削減、経済と地域社会の発展に関連した
仕事に従事することを目指す専門職業人のための
奨学金支援を強調する月間である。
（ロータリー情報ハンドブック２０１７より）
新会員紹介
１０月１日、新しく入会されました新会員をご紹介します。
つちはし じゅんや

土橋 潤也 君 （通信業）
生年月日
勤務先

昭和４５年１月１１日
西日本電信電話㈱滋賀支店
ビジネス営業部長
（大津市浜大津1-1-26)
あきの

こういち

秋野 浩一 君 （商業銀行）
生年月日
勤務先

昭和４６年２月２８日
㈱滋賀銀行彦根支店
支店長
（彦根市銀座町3-10)

前回例会報告
会長の時間では、本日２人の新会員が入会されました。
皆様よろしくと言われ、その後、紹介者、西村君と清水君
から、新会員 土橋潤也君と秋野浩一君の紹介とお二人
の新会員の挨拶がありました。

卓話は後藤元一君が「たばこについて」と題して話され
ました。
たばこは、１４世紀の大航海時代に新大陸
（アメリカ大陸）からヨーロッパに持ち込まれ、
その後爆発的に世界に広まった製品です。
万能薬として、ヨーロッパに持ち込まれた「た
ばこ」は、スペイン・ポルトガル・フランス・イギ
リス等の宮廷（貴族）文化の中で、花開きま
す。パイプ（きざみ）／葉巻／による喫煙、粉末にして鼻腔
からの吸引など、様々な方法をとりながら人々の生活習慣
の中に溶け込んでいきました。中でも燃やしやすい紙の
発明により、紙巻たばこが出現すると、その取扱いの手軽

出席報告
会員数

当日出席

ﾒｰｷｬｯﾌﾟ 出席率（％)

１０月 １日
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会報・広報雑誌委員会
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小島充子

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

さから爆発的に広まっていきました。日本へのたばこの到
来は、慶長年間（１５９６～１６１５）年と考えられています。
記録としては、スペインの修道士から徳川家康への献上
物のなかにたばこが出てきます。年貢米の確保や反幕勢
力への抑制のために、当初たばこは幕府により禁令を受
けますが、庶民の生活習慣の中に浸透して抑えることが
難しく、諸藩においての商品作物として課税対象物に認
定されるに至って、禁止の方向から次第に認知されてい
きます。古くから、存在すると思われる「たばこ」ですが、実
は歴史はそう古くなく、またヨーロッパから入ってきたもの
であったことは、意外な一面でしたと話されました。

ニコニコ箱
（本日計 72,000円・累計 572,000円）
入会に際し…土橋君、秋野（浩）君
土橋さん、秋野さん入会おめでとうございます。今後とも
末永くよろしくお願いします…大舘君
土橋さん、秋野さん入会おめでとうございます。お二人の
ご活躍を期待しております…今村君
秋野さん、土橋さん、ようこそ彦根ロータリーへ
…秋野（正）君
秋野君、土橋君ご入会おめでとうございます…上田君
秋野浩一君の入会を祝して…清水君
土橋潤也君、秋野浩一君、入会おめでとうございます。
ご活躍に期待します…青木君
新入会員の秋野さん、土橋さんをお迎えして
…安居（継）君
秋野浩一君、土橋潤也君をお迎えして。よろしくお願いし
ます…小島君
秋野君、土橋君入会おめでとうございます…本庄君
卓話をさせて頂きます。よろしくお願いします…後藤君
すすき舞う つるべ落としの 散歩道…正村君
今夜は仲秋の名月が見られそうです…安居（継）君
誕生日を祝っていただいて…井上君
妻の誕生日を祝っていただいて…井上君
入会記念日を祝って頂いて…浅山君、田部君、北村君
結婚して早３６年。実際Ｂ型とＡ型血液学的に相性が悪い
といわれますがそれなりに山あり谷ありでしたが、今日
まで大病なくこられたことに感謝しています…杉本君
彦根ＲＡＣ例会
１０月１５日（木） 講師：土橋潤也様
１９：３０～食事 ２０：００～例会 於．龍鱗
１０月２２日（木） 「ゾーン代表訪問例会」
１９：３０～食事 ２０：００～例会
於．ホテルサンルート彦根
他クラブプログラム予定
１０月 ９日(金) 長浜東ＲＣ 「月見夜間例会」

受付なし

１０月１２日(月)

長 浜ＲＣ 「イニシエーションスピーチ」

１０月１２日(月)

五 ・ 能ＲＣ 「会員卓話」 ＺＯＯＭ例会

１０月１３日(火)

長浜北ＲＣ 「同一労働同一賃金」

１０月１３日(火)

彦根南ＲＣ 「ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問」 受付なし

大森修太郎

菅谷 渉

土橋潤也

秋野浩一

