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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

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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彦根市日夏のシンボル 日夏里館（ひかりかん）
この建物は、昭和10年
（1935）に日夏（ひなつ）村
役場として、ウィリアム・
ヴォーリズ（1880～1964）の
設計により建てられました。
レトロで落ち着いた雰囲気
が魅力的な建物です。しか
し、平成になり、取り壊しの
危機が訪れると、歴史的に
も、また、地域にとっても重要な建物の消失を憂いた日夏在住
の個人が平成21年（2009）に買い取りました。現在は町民会館
として活用されています。地域のシンボルとも言える日夏里館
は、地域の文化財を守ろうとする熱意によって存続したのです。

会長エレクト 青木竺峰
幹 事
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第３２９７回例会
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【学芸員（古文書） 竹内光久】

★ポールハリス語録
「人間の違いも国の違いも、基本的には大差がないのです。
何もかも良い人も国もないし、何もかも悪い人も国もあり
ません。不和は誤解から生まれます。」

開会点鐘
君が代斉唱
ロータリーソング斉唱「奉仕の理想」

お祝い
会員誕生日

４つのテスト唱和
ビジター紹介
会長の時間
ご夫人誕生日
結婚記念日
入会記念日

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
年次総会
閉会点鐘
於．料亭旅館 やす井

今日の食事
幕の内弁当

次回例会案内（2020.12.10）
松原六郎ガバナー公式訪問

安居秀泰君（１２月１８日）
石原成郎君（１２月１８日）
川原崎清三君（１２月２１日）
藤田益平君（１２月２８日）
青木竺峰君（１２月２９日）
吉原君ご夫人加代子さん（１２月２３日）
井上君ご夫妻（１２月９日）
西村 昭君（平成９年１２月４日）
森 育男君（平成８年１２月５日）
上田勝之君（平成２４年１２月１３日）

１２月のスケジュール
１２／３
定例理事会（１３：４０～やす井）
４
歴代会長・幹事合同懇親会（１８：００～伊勢幾）
５
ＲＬＩパートⅡ（９：３０～オンライン）
６
クラブ会長と松原ガバナーとの
第２回ＷＥＢ懇談会（１４：００～）
１０ 松原六郎ガバナー公式訪問
役員・理事懇談会（１１：００～やす井）
例会（１２：３０～やす井）
会員組織常任委員会（１８：００～伊勢幾）
１４ 浦部謡曲教室（１８：００～千代神社）
１７ 会長杯ゴルフコンペ（彦根ＣＣ）
年忘れ例会（１８：００～やす井）
１９ 大津ＲＣ創立７０周年記念式典・例会
（１０：３０～琵琶湖ホテル）
２１ 浦部謡曲教室（１８：００～千代神社）

四つのテスト １．真実かどうか ２．みんなに公平か

ロータリーの友１２月号 必見どころ
横書き Ｐ１２ どうなる？ クラブの今後
新型コロナウィルス感染症の影響に関する
アンケート調査より②
縦書き Ｐ４ 環境中の有害物質の健康に与える影響
Ｐ１３ 卓話の泉 宝くじ当選確認は小まめに
ゴルフ同好会第２回ゴルフコンペ報告
ゴルフ同好会幹事 小田柿喜暢
１１月２１日（土）に、本年
度第２回目のゴルフ同好
会のコンペを行いました。
第２回目はホームグランド
ともいえる彦根カントリー倶
楽部で総勢１６名の参加者
となりました。前日までの暖
かい気候とは打って変わっ
て、曇り空の寒い朝となりました。お昼を過ぎる頃にはお
日様も顔を出し少しは暖かく感じられるそんな一日でし
た。結果は、優勝者 清水君で、同時にベスグロ賞も獲得
されました。
OUT IN GROSS HDCP NET
優 勝 清水克己 君 ４７ ４１ ８８ ２４．０ ６４．０
準優勝 安居継彦 君 ４５ ４３ ８８ ２１．０ ６７．０
３ 位 片岡哲司 君 ４５ ４９ ９４ ２３．０ ７１．０
盲導犬普及チャリティーバザー報告
彦根ＲＡＣ会長 川嵜海知
彦根ローターアクトクラブは１１月２２日（日）に当クラブの
社会奉仕プロジェクトである「盲導犬普及のためのチャリ
ティーバザー」を行いました。
関西盲導犬協会様のご協力を頂き、盲導犬グッズの販
売やお越し下さった方に盲導犬ＰＲ犬と触れ合っていた
だきました。また、当クラブでは、昨年に引き続きフリー
マーケットと募金にご協力いただいたお子様にバルーン
アートを作り、配布いたしました。
今年度も物品を提供して下さいました皆様方、また当日
ご助力頂きました皆様の暖かい支援に心より感謝申し上
げます。
本事業により、フリーマーケットの売上金６６,４３０円と募
金３３,５７０円を合わせた１００,０００円を関西盲導犬協会
様に寄付いたしました。

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

前回例会報告
会長の時間では、コロナの足音が近づいてきた彦根で、
１６日に２名、１７日１名、１８日１名、３日連続で発生してい
るが２名以上が３日で休会としているので現状は決行す
る。明るいニュースではファイザー社がコロナワクチンにつ
いて９５％の有効性が有るとする分析結果を発表し、アメリ
カ食品医薬局（FDA）に対し緊急使用の許可申請をすると
しています。日本政府は来年６月末までに、６０００万人分
の供給を受けることを合意しています。１２月は総会・ガバ
ナー公式訪問・年忘れ例会と重要なイベントがあります。
彦根ビューホテルの柳大輔君の退会・退社手紙の紹介が
ありました。
本日の卓話は新会員スピーチでした。
最初に土橋潤也君の自己紹
介。土橋姓に 因み、全国の 分
布や同姓の有名人の紹介、並
びにＮＴＴ西日本の紹介があり
ました。また、１１月３０日から開
催されるＮＴＴコレクション（展示会）へのリモート来場登
録、企業版チャットアプリ（elgana）導入検討、登録の依頼
がありました。
続いて、秋野浩一君からは出身地（旧東
浅井郡びわ町）の紹介の後、学生時代から
続けている趣味である旅の話の紹介。そし
て、最近、最もハマっていることとして、日
本１００名城のスタンプラリーについて説明
があり、滋賀県内にある日本１００名城と続
日本１００名城についての紹介がありました。
ニコニコ箱
（本日計 35,000円・累計 855,000円）
季節はずれのあたたかい日が続きますが、皆様体調を崩
さないようにお過ごしください…大舘君
自己紹介の場をいただいて…土橋君
自己紹介をさせていただいて…秋野（浩）君
国際奉仕プロジェクト遠くまでお疲れ様でした…安居（継）
万木かぶ はぎ掛けにほふ 秋日和…正村君
無事退院できました。シャバの空気はうまい！…角田君
誕生日を祝っていただきありがとうございます…本庄君
誕生日を祝っていただいて。５０歳になりました…那須君
誕生日を祝っていただいて…菅谷君
結婚記念日を祝っていただいて…和田君、小椋君
皆出席を祝っていただき御礼申し上げます…青木君
彦根ＲＡＣ例会
１２月３日（木） 「忘年例会」
２０：００～例会 於．心華房
他クラブプログラム予定
１２月 ４日(金) 長浜東ＲＣ 「年次総会」

出席報告
ﾒｰｷｬｯﾌﾟ 出席率（％)

１２月 ７日(月) 長 浜ＲＣ 「休会」

受付なし

１２月 ７日(月) 五 ・ 能ＲＣ 「忘年例会」

受付なし

会員数

当日出席

１１月１９日

５７（１３）

３６（５）

０

７３．４７

１２月 ８日(火) 長浜北ＲＣ 「休会」

受付なし

１１月 ５日

５７（１３）

３５（９）

０

６７．９２

１２月 ８日(火) 彦根南ＲＣ 「クリスマス例会」

受付なし

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

