
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    上西信昭君（１月１６日） 

           大森修太郎君（１月１９日）   

           西村 昭君（１月２１日） 

           北村 登君（１月２５日） 

           本登忠雄君（１月２９日） 

 

ご夫人誕生日  佐々木君ご夫人慈子さん（１月２６日） 

           細江君ご夫人正子さん（１月２８日） 

           井の下君ご夫人弘子さん（１月３０日）          

 

結婚記念日    安居（秀）君ご夫妻（１月１４日） 

 

入会記念日    井の下精作君（平成２０年１月２４日） 

           小田柿喜暢君（平成２３年１月２７日） 

 

皆出席       上田君…８年    本登君…５年 
 

１月は職業奉仕月間です 
   ２００４年１１月の理事会決定５９号で決定され、１０月 
 を指定されていたが、２０１４年１０月大幅な特別月間の 
 変更があった。それに伴って１月へ移行された職業奉仕 
 を強調する月間である。 
  職業奉仕とは、あらゆる職業に携わる中で、奉仕の理 
 念の実践をロータリーが培い、支援する方法である。 
  「ロータリーの目的」の第２項は、職業奉仕が基本とな 
 るもので、特に以下のことを奨励し、育成する。 
  ・職業上の高い倫理基準を保つこと 
  ・役立つ仕事はすべて価値あるものと認識すること 
  ・社会に奉仕する機会としてロータリアン各自の職業を 
   高潔なものにすること。  
          （ロータリー情報ハンドブック２０１７より） 

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  

（2021.1.21） 休会 

（2021.1.28） 担当 ： 本庄秀樹 君  

     

 

幕の内弁当 

 
 

 
清凉寺は、彦根藩井伊家初代
直政が関ヶ原の合戦の傷が元
で亡くなった慶長７年（１６０２）
に建立された井伊家の菩提寺
である。この地は佐和山城時
代、石田三成の奥方及び家老・
島左近の屋敷があったところ
だ。 
清凉寺には七不思議が伝わっ
ている。 
その一つの「木娘」は、本堂前
にある巨大なタブの木が、夜な

夜な女に化けて参詣者を驚かせた。タブの木は、佐和山城築城
以前からあり、樹齢７００年以上といわれる。２５種類以上の宿り木
やシダ類などが寄り添っている。   
 
      『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.２２  

第３３０１回例会 
２０２１．１．１４ 

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 

 「地域包括支援センターの 

        取り組みについて」 

 ゲスト：彦根市地域包括支援センター 

   ハピネス管理者 主任介護専門員 

            増田恵子 氏 

 担 当：職業奉仕委員会 

閉会点鐘 

 
         於．料亭旅館 やす井 

★ポールハリス語録 
 「ロータリー・クラブの会員になれば、 

   あらゆる職業の人たちと接触でき、 

          自然に視野を広げることができます。」  

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 

 木娘（きむすめ）  清凉寺 彦根市古沢町１１００ 



出席報告 

他クラブプログラム予定 

理事会報告（2021.1.7）                        

１．退会会員の件  

   藤田益平君、一身上の理由で１２月２７日付けで退会 

２．新会員の件   承認 

３．次年度地区委員の件 ＲＬＩ委員会委員長 安居継彦 

                 米山奨学委員    正村嘉規 

前回例会報告 

 新年初例会、会

長の時間では、皆

さん新年あけまして

おめでとうございま

す。今年度も彦根

ロータリーの活動が

はじまりました。昨

年はコロナに振り

回され、今年もコロナの猛威が収まることがない。昨日は

滋賀で５０名、彦根でも３名の感染者が出た。１月に入っ

てから、感染者が、2名、１名、２名、１名、１名、３名と０に

なった日はない。１月５日に滋賀県は、警戒レベルが２か

ら３に引き上げられた。首都圏では、本日、緊急事態宣言

が発令される予定です。本日は３３００回という語呂の良い

節目ではありますが、本日、２名の感染者が出た場合、

リーチがかかります。そのような中、今年１回目の例会を開

催できたことは大変うれしく思います。できるだけ前向きな

活動は続けていきたい。皆さんの健康と安全を第一に担

保してやっていきたい。いろいろ考えながら、前に進めて

いきたいと話されました。 

 続いて、米山奨学生のゴックさんがベトナ

ムと日本のお正月の相違点についてスピー

チされました。 

 同じ所：日本もベトナムもお正月は家族と

一緒に過ごします。子供は親のところに戻っ

て、お祝いし、１年間のことを振り返ります。

子供は、年上からお年玉を楽しみにし、家

族で一緒にお墓にお参りしたり、神社やお

寺に行ったりします。 

 違う所：日本のお正月は１月１日からです

が、ベトナムでは旧正月で２月の上旬です。食べ物につ

いて日本は、おせち、寿司、もち等です。一方、ベトナム

は、「ベトナム風のちまき」」「バインチュン」、「煮込んだお

肉の冷やしゼリー」(ティットドン) 、「太ネギの漬物」(ハン

ムオイ)等です。バインチュンは先祖への感謝を示す料理

です。お正月の服装は、日本は着物を着ますが、ベトナム

はベトナムの伝統の服装である「アオザイ」を着ます。 

クイズ：日本ではお正月におせちを食べない地方がありま

す。どこでしょうか。               （回答は沖縄） 

 本日は「年男新年の抱負」で、杉本克実君、角田 仁

君、佐々木治郎君が話されました。 

 例年、新年例会の初めに呈茶が行われますが、今年は

いと重さんの上生菓子のみ全員にふるまわれました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 194,000円・累計 1,255,000円） 

永らくお世話になりました…藤田君 

新年あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願 

  いいたします…大舘君 

あけましておめでとうございます。年男新年の抱負の卓話 

  の機会をいただいて…佐々木君   

本年も彦根ＲＣが輝く年になりますように…西村君 

新年あけましておめでとうございます。本年もどうぞよろし 

  くお願いいたします…和田君、嶋津君、田井中（徹） 

  君、後藤君、小田柿君、田部君、今村君、大森君、本 

  庄君、菅谷君、角田君 

新年おめでとうございます。本年もよろしくお願いします 

  …青木君、澤田君 

今年もどうぞよろしくお願いします…中川君、清水君、那 

  須君、安居（継）君、戸所君、松田君 

新年あけましておめでとうございます。年男の卓話ありがと 

  うございます…杉本君 

本年もよろしくお願いします。無事迎えました…岡田君 

本年もよろしくお願いいたします。明るく輝く年になります 

  ように…小島君 

新年を迎えて本年もどうぞよろしくお願いします… 宮川君 

新年おめでとうございます…石原君 

あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いし 

  ます。ゴックさんの卓話よろしく…渡邊君   

明けましておめでとうございます。“あるがまま 生きる傘寿 

  に 福寿草”…正村君 

誕生日祝 感謝…清水君 

誕生日祝って頂きありがとうございます。本年もよろしく 

  …片岡君 

誕生日を祝っていただいて…土橋君 

妻の誕生日を祝っていただいて…西村君 

入会記念ありがとうございます…菅谷君 

入会記念日を祝って頂いてありがとうございます。初心忘 

  れず活動します…嶋津君   

入会記念。ＰＨＦいただいて。今年もよろしく…川原崎君 

皆出席を祝っていただいて…西村君 

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 

１月１５日(金) 長浜東ＲＣ 「休会」              

１月１８日(月) 長   浜ＲＣ 「休会」      

１月１８日(月) 五 ・ 能ＲＣ 「１／１６に変更」     

１月１９日(火) 長浜北ＲＣ 「イニシエーションスピーチ」         

１月１９日(火) 彦根南ＲＣ 「休会」 

 会員数 当日出席 ﾒｰｷｬｯﾌﾟ 出席率（％) 

 １月 ７日 ５４（１２） ３７（６） ０ ７７．０８ 

１２月１０日 ５５（１３） ３８（８） ０  


