
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    松田充弘君（３月２５日） 

           澤田和重君（３月２６日）           

ご夫人誕生日  中村君ご夫人和恵さん（３月２５日） 

           小椋君ご夫人紀代子さん（３月２７日）  

結婚記念日    青木君ご夫妻（３月２８日） 

           上西君ご夫妻（３月２９日） 

入会記念日    渡邊僖子君（平成１８年３月３０日） 

           小島充子君（平成１８年３月３０日） 

皆出席       杉本君…１７年    渡邊君…１５年     

新会員紹介  

 ３月１８日、新しく入会されました新会員をご紹介します。 

 小山 祐輔
こ や ま  ゆ う す け

 君 （ホテル） 

 生年月日  昭和４６年４月１８日 

 勤 務 先   彦根ビューホテル 支配人  
        （彦根市松原町網代口１４３５－９１) 

 

ワインクラブ開催                   上田勝之 

 ３月１８日（木）せんなり亭

心華房にて、１０名の参加

でワインクラブ第２１回例

会を開催しました。秋野会

長よりワインの飲み頃の温

度について教わりました。

今回のPresent by Boss!! のワインはガディノワ特級ブリュッ

ト・トラディッション。香りの素晴らしいシャンパンで乾杯をしま

した。その後は近江牛料理を口にすすめつつ、フランス産の

赤ワイン６種類を飲み比べました。それぞれスパイシーな香

りであったり、チェリーやプラムなどの果実の香りなど違いを

感じながら美味しく頂きました。 

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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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（2021.4.1）  
 

 「 私について 」 

  担当 ： 那須賢司 君  

     

 

幕の内弁当 

 
彦根城博物館が所蔵

する井伊家伝来の鉱

物や化石などの標本

類のひとつです。5重

の箱の内部を区切り、

鉱物・化石の標本を詰

めたもので、それぞれ

の標本は、産地と名称

を書き入れた包紙で

包まれています。金地に名称を書いた短冊(たんざく)形の付箋が

添えられ、箱の底には区切りごとに小さな布団を敷き、標本は輪

花形(りんかがた)のガラス小鉢に収めています。科学的な関心だ

けでなく、美的な鑑賞も視野に入れた標本箱で、石が賞翫（しょう

がん）の対象にもなっていたことがわかります。 

 

       【彦根城博物館 学芸員（茶道具、調度） 奥田晶子】 

 彦根ロータリークラブ週報           ２０２０～２０２１ ＶＯＬ.６９ ＮＯ.２７  

第３３０４回例会 

２０２１．３．２５ 

開会点鐘 

ロータリーソング斉唱 

「それでこそロータリー」 

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 

 「ちょっと気になる木の話 その２」 

  担当：松田充弘 君 

閉会点鐘 

         於．料亭旅館 やす井 

★ポールハリス語録 

 「私たちのロータリーが、単に一過性のものでないと 

  したら、それはあなたや私が、互いの弱点を忍ぶ、  

  つまり寛容の価値を知ったからでしょう。｣ 

知ってやはりますか？こんなこと！！ 

彦根 辺りのお宝 

江戸の博物学～岩石標本 



他クラブプログラム予定 

 

例会報告 

 会長の時間では、週報にもある通り、３月１６日に彦根市

コロナワクチン接種会場の標識等の寄贈式を実施しまし

た。多くの感謝のお言葉をいただいたので、改めて皆さん

に報告しますと話されました。 

 続いて、本日、入会される

小山祐輔君の入会式を行い

ました。まず田井中（徹）君よ

り小山君の紹介がありまし

た。小山さんの職業分類はホ

テル。彦根ビューホテルの支

配人。３代目柳さんの後任

で、小山さんが４代目に。末永いおつきあいをお願いした

いと話されました。小山君より、出身は長野県東御市。真

田幸村で有名な信州上田の隣になる。力士で有名な雷

電の出身地。特産品はクルミで、全国でも有数の出荷量

です。クルミダレにつける信州そばも美味です。Ｓ４６年生

まれの４９歳。末永くお付き合いいただきますようよろしく

お願いします。 

 その後、次年度地区委員の委嘱状が、安居継彦君（ＲＬ

Ｉ委員長）、正村嘉規君（米山奨学委員）に渡され、ＲＬＩ

パートⅢ修了証と卒業証書が青木竺峰会長エレクトに渡

されました。 

 上田会計より今年度上半期会計報告

がありました。 

 本日の卓話は「確定申告とインボイス」

と題して本庄秀樹君が話されました。 

 確定申告の時期であり、再確認の意

味も踏まえて説明。今年はコロナウィル

スの感染拡大防止の観点から、例年３

月１５日までの申告期限を４月１５日まで

延長。まずは、確定申告（所得税）の記

入方法を申告用紙に基づき説明。１０種

類の所得種類をそれぞれ順番に説明し

て、今回からの変更点（所得控除額の

変更）についての注意喚起も行われた。

次いで、消費税のインボイス制度につい

て、国税庁の概要説明書に基づいて説明。令和５年１０月

１日から導入開始予定であるこの方式についての、考え

方、変更点、注意事項について説明がありました。 

 

ニコニコ箱 

（本日計 64,000円・累計 1,443,000円） 

小山祐輔さん、入会おめでとうございます。末永いおつき 

  あいをよろしくお願いします…大舘君 

小山祐輔君、入会おめでとうございます。ＲＬＩ研修終了さ 

  せて頂きました。ありがとうございます…青木君 

入会させていただきありがとうございます…小山君 

小山さん入会おめでとうございます…松田君 

小山君、入会おめでとうございます…本庄君 

ワクチン接種標識等寄贈式、お疲れ様でした。馬場ガバ 

  ナーエレクトから次年度地区ＲＬＩ委員長の委嘱を受け 

  ました…安居（継）君 

やまいを乗り越え例会に出席できました。コロナに立ち向 

  かう皆さんの活躍にいやされました。感謝！…岡君 

病床に 春を呼び込む 鰆味…正村君 

正村さんよかったですね…片岡君 

ちょっといいことがありました…上田君 

本日卓話をさせていただきます…本庄君 

妻の誕生日と結婚記念日を祝って頂いて…那須君 

結婚記念日を祝っていただいて…角田君、松田君 

入会記念日を祝っていただいて…宮川君 

 

彦根ＲＡＣ例会 

３月２５日（木） 「ちょっと気になる木の話」 

                    講師：松田充弘君  

           ２０：３０～ オンライン例会 

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 

３月２６日(金) 長浜東ＲＣ 「２年間を振り返って」              

３月２９日(月) 長   浜ＲＣ 「イニシエーションスピーチ」      

３月２９日(月) 五 ・ 能ＲＣ 「会員卓話 ＺＯＯＭ」     

３月３０日(火) 長浜北ＲＣ 「休会」         

３月３０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（％) 

３月１８日 ５５（１２） ２９（６） ０ ５９．１８ 

３月１１日 ５４（１２） ２２（４） ４  

出席報告 

今 思うこと ・ ・ ・ 
                 土橋潤也 （３月１１日記） 

 昨年８月に滋賀に着任し、本ＲＣに入会させいた
だいたのは、昨年１０月。昨年２月からのコロナ渦
の中、東京オリンピックが延期になり、２度の緊急
事態宣言が出され、いまだ関東首都圏は緊急事
態宣言の最中にある。本日めでたく本ＲＣは例会
が再開した。 
 私が所掌させていただいている組織は総勢１７０
名。コロナ禍でなければ、社内での集合会議や懇
親会を通じて、社員の方お一人お一人と直接触れ
合う機会が多々あるのだが、未だに、多くの社員
の方のお名前とお顔が一致せず、申し訳ない思い
と苦々しい思いが交錯している。 
 妻は看護師として、感染リスクと患者さん一人一
人の気持ちの狭間を埋めつつ、若い看護師へ未
来を語る。息子は医療を目指すと。家族三者三様
だが、倒れても傷ついても立ち上がり、チャレンジ
し続ける姿を見合いながら、自戒と未来への活力
としている。 
 ニューノーマル社会とは何だろう？新しい働き
方？新しいライフスタイル？なくしてはいけないも
の、捨てるもの、改めるもの、新しく創り出すもの。
日々精進である。 


