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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
藩主の携帯手帳

国際ロータリー・テーマ

ロータリーは機会の扉を開く

江戸時代に作られた筆つきの手
帳。西洋のペンつき手帳をヒント
に作られたのでしょうか、筆はネ
ジで手帳の背の内側に固定でき
るようになっています。表紙は蜀
江文（しょっこうもん）の裂（きれ）
を使用した洒落た装幀です。未
使用の状態ですが、包紙には井
伊家12代の直亮(なおあき)の筆
跡 で「矢 建（立）附 手 帳」と あ り ま
す。直亮は洗練されたセンスの持
ち主で、彼の好みで入手したもの
と思われます。

（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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第３３０３回例会
２０２１．３．１８
開会点鐘

【彦根城博物館 学芸員（書画） 髙木文恵】
★ポールハリス語録
「ロータリーが、事業と専門職務に携わる人の間に世
界的な親睦をつくることができたのは、寛容の精神
のおかげですが、この寛容の精神をもってすれば、
世の中に不可能なことはなくなるでしょう。」

ロータリーソング斉唱「我らの生業」
お祝い
会員誕生日
ご夫人誕生日

ビジター紹介
会長の時間
会員のお祝い
幹事報告

結婚記念日

委員会報告
ニコニコ箱報告

入会記念日

出席報告
卓話

「 確定申告とインボイス 」
担当：本庄秀樹 君
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（2021.3.25）
「 ちょっと気になる木の話 その２ 」
担当 ： 松田充弘 君

小田柿喜暢君（３月１９日）
和田君ご夫人ゆかりさん（３月１３日）
那須君ご夫人美英さん（３月１３日）
那須君ご夫妻（３月１１日）
松田君ご夫妻（３月２０日）
角田君ご夫妻（３月２２日）
宮川基司君（平成７年３月２３日）

新型コロナウイルスワクチン接種標識等寄贈式
公共イメージ理事 小島充子
３月１６日（火）午前１０時より、彦根市役所仮庁舎４Ｆ特別
応接室にて、大舘会長、今村幹事、田井中奉仕プロジェクト
理事、和田君と小島で、４月から行われる『新型コロナウイル
スワクチン接種」がスムーズに進むように､案内標識２００枚
イーゼル５０台・ホワイトボード５０台・懸垂幕２枚・立看板４枚
の寄贈に臨みました。
大舘会長より今までの経緯、２月１０日の市長との面談の際
『彦根ＲＣが新型コロナウィルス蔓延防止に関する奉仕事業
が何かできないか』との想いでこの事業を提案、市長より「す
ぐにくすのきセンターにいるスタッフと話をしてくれ」と言わ
れ、その当日に棚瀬課長、北村課長補佐に提案。「是非に」
ということでこの事業が動き出したことなどを話されました。

四つのテスト １．真実かどうか ２．みんなに公平か

市長からは「彦根市民が最も関心の高いワクチン接種。
この掲示板を生かして円滑に接種が進みますよう、心強
い寄贈をいただき感謝しています」と述べられ、現場を指
揮される課長から「持ち運びが軽く、ワクチン接種の為の
導線の確保が容易にできる。十分に活用させていただき
ます」と謝辞を述べられました。
接種当日会場にてワクチン接種がスムーズに進みます
ように願っています。

例会報告
会長の時間では、１月２１日より休会し、６回休会させて
いただいた。本日の再開にあたり、３点程お伝えしたい。
１点目。コロナ禍に伴う休会に関する規定を変更した。
昨年６月に作った規定では、かなりハードルが高いため、
この度滋賀県が出しているコロナ禍の警戒レベルの基準
に合わせて、例会の実施判断とすることとした。
２点目。細則の改正。定款１１条と細則２条の齟齬を見
直し、細則に記載されていた理事会の人数を削除させて
頂いた。
３点目。４月から実施される新型コロナウィルスワクチン
の接種会場の標識（懸垂幕、立看板、イーゼル、ホワイト
ボード等）を寄贈させて頂くことになり、３月１６日に彦根市
役所で寄贈式を行います。
最後に、ツーティゴッグさんがめでたく滋賀大学および
米山奨学生を卒業されることになり、４月から上京、就職さ
れます。今後のご健勝と、日本とベトナムの大きな架け橋
になっていただくことを心よりお祈り申し上げますと話され
ました。
続いてツーティーゴックさんよ
り挨拶がありました。「コロナの
影響でアルバイトが大きく削減
されたが学費と生活費を心配
せずに就職活動に専念してス
ムーズに進むことができ無事東
京で就職が決まった。これから
は日本とベトナムの架け橋という使命をはたしていきたい
と。３月末で彦根を離れるが、彦根ＲＣとの絆を忘れずに
大事にしていきたい」最後にベトナム語でお別れの言葉
で締めくくられました。その後、会長から奨学金・米山奨学
生修了証、渡邊カウンセラーへは感謝状が贈られました。
本日の卓話は「私の原点」というテーマで、安居継彦君
が話されました。

出席報告
会員数

当日出席
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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

今 年 度、松 原 六 郎 地 区 ガ バ ナ ー の
テーマは、「ロータリーの原点に返る」で
す。私の原点は、生まれた多賀町桃原
で す。今 日 は、桃 原 と 周辺 を紹 介 しま
す。桃原は、明治７年滋賀県桃原村とし
て示されました。明治２２年芹谷村に編
入されました。昭和１６年芹谷村、久徳
村、多賀村が合併旧多賀町となりまし
た。標高は約３２０ｍ、戦中は６０戸以上が暮らし、昭和３８
年の人口１２６人と記されています。楊枝杉は多賀大社の
ご神木で杉坂峠にあります。イザナギ尊がこの地に天上よ
り降りられ、弁当を食べ楊枝を使われたのが杉の木になっ
たといわれています。その後、栗栖の調宮神社にしばし休
まれました。峠の一本杉は杉の根元にお地蔵様があり、
村へ持ち帰ったところ、毎夜、元のところへ帰りたいと泣く
ので、元の杉の根元に返しました。夜泣き地蔵の伝説で
す。桃原城は愛知郡誌によると、明応４年１４９５年室町時
代後期、京極政高が築城した砦でした。杉坂峠を越え、
五僧峠を越え、島津氏が関ケ原の合戦から落ち延びたこ
とは有名です。桃原スキー場は昭和１０年から３０年ごろに
にぎわいました。桃原の四季はとても美しく、梅や木蓮、あ
じさいの花が多く植えられています。桃原は蔵のある家が
多く豊かな村であったと思われます。
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 47,000円・累計 1,379,000円）
ゴックさん、ご卒業おめでとうございます…大舘君
ゴックさんと出会ってあっという間の一年でした。コロナで
あちこち移動はできなかったけれど生け花を通して何
度も会うことができ楽しい一年でした。ゴックさん、ガン
バ！！…渡邊君
卓話の時間をいただいて…安居（継）君
久しぶりにお会いできました…大森君
久しぶりの例会楽しみにしています…上西君
◇今日は、３・１１・・・東北に寄り添って！ ◇今日は、う
れしいことが２つありました…秋野君
ベネファクターの認証をいただきました…松田君
妻の誕生日をお祝い頂いて有難うございます…田部君
結婚記念日を祝っていただいて…中川君
結婚記念日を祝っていただきありがとうございます。お蔭
で金婚式を迎えることができました…西村君
結婚記念日３月３日を祝って頂いて。３０年真珠婚です
…安居（継）君
皆出席を祝っていただいて感謝感謝です…石原君
この度はご迷惑をおかけしたにもかかわらず、皆様から温
かいお言葉を頂きましてありがとうございました…藤井

他クラブプログラム予定
３月１９日(金)

長浜東ＲＣ 「社会奉仕事業について」

３月２２日(月)

長 浜ＲＣ 「長浜ＲＣ長浜ＲＡＣ合同例会」

３月２２日(月)

五 ・ 能ＲＣ 「会員卓話 ＺＯＯＭ」

３月２３日(火)

長浜北ＲＣ 「第２回クラブフォーラム」

３月２３日(火)

彦根南ＲＣ 「休会」

大森修太郎

菅谷 渉

土橋潤也

秋野浩一

