
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    澤田和重君（３月２６日）   

       

結婚記念日    岡君ご夫妻（４月２日）   

 

入会記念日    本庄秀樹君（平成２３年４月７日）      

 

４月のスケジュール                        

４／１   定例理事会（１３：４０～やす井） 

   ３   次年度理事・役員打ち合わせ 

                   （１８：００～レストラン千成亭）    

   ４   地区大会（１２：２５～京都ホテルオークラ） 

  １０  ２０２１学年度米山奨学生オリエンテーション 

                       （１０：００～オンライン） 

  １１  地区研修・協議会（１３：００～国立京都国際会館） 

  １２  浦部謡曲教室（１８：００～千代神社） 

  １５  ワインクラブ（１８：００～龍鱗） 

  １７  ２０２１学年度米山カウンセラーオリエンテーション 

                       （１０：００～オンライン） 

      ゴルフ同好会第３回ゴルフコンペ（彦根ＣＣ） 

  １８  守山ＲＣ創立５０周年記念式典 

               （１５：００～琵琶湖マリオットホテル） 

  ２２  次年度クラブ協議会（１８：００～伊勢幾） 

  ２６  浦部謡曲教室（１８：００～千代神社）   

  ２７  水口ＲＣ創立６０周年記念例会 

      （１４：００～甲南情報交流センター・忍の里プララ） 

 

ロータリーの友４月号 必見どころ 

横書き Ｐ２０ 世界中のロータリープロジェクト             

縦書き Ｐ４  ０
ゼロ

から１
イチ

をつくる  

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（2021.4.8）  

 
「 養護施設の子ども達の未来と更正保護 」 

担当 ： 上西信昭  君  

     

 

       幕の内弁当 

 
昭 和 6 年（1931）6 月 1

日、井伊家15代当主

の直忠と、直忠の能の

師で観世流の能役者

である梅若万三郎ら

によって、彦根の井伊

神社で奉納能が行わ

れ まし た。写 真 は、こ

の時の能〈二人静〉を

写したもの。正面の舞

台は、当時、同社に移築されていた彦根城表御殿の能舞台、そ

の舞台に立っているのは、面（おもて）と装束を身につけた直忠と

万三郎です。舞台の前には、二人の能を見ようと集まった観客の

姿が見えます。開催日が明らかな彦根での直忠の演能写真とし

て、貴重な1枚です。 

    【彦根城博物館 学芸員（能面・能装束、楽器） 茨木恵美】 

 彦根ロータリークラブ週報           ２０２０～２０２１ ＶＯＬ.６９ ＮＯ.２８  

第３３０５回例会 

２０２１．４．１ 

開会点鐘 

君が代斉唱 

ロータリーソング斉唱「奉仕の理想」 

４つのテスト唱和 

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 

 「 私について 」 

  担当：那須賢司 君 

閉会点鐘 

         於．料亭旅館 やす井 

★ポールハリス語録 

 「ロータリーは思い出に浸る組織ではありません。 

  どちらかというと、過去の業績より、むしろ未来の 

  活動に価値と目的を置く組織です。｣ 

知ってやはりますか？こんなこと！！ 

彦根 辺りのお宝 

井伊直忠（いいなおただ）の演能写真 



他クラブプログラム予定 

 
４月は母子の健康月間 

    
   ２０１４年１０月ＲＩ理事会は、４月を重点分野：「母 
  子の健康月間」とした。５歳未満の幼児の死亡率と 
  罹患率の削減、妊婦の死亡率と罹患率の削減、よ 
  り多くの母子に対する基本的な医療サービスの提 
  供、保健従事者を対象とした研修、保健ケアの提 
  供、母子の健康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の支援を強調 
  する月間である。 

 

 

ワクチン接種訓練開催              和田一繁 

 ２月２５日（木）彦根市新

型コロナウイルスワクチン

接種訓練」が、主会場と

なるくすのきセンターで実

施されました。 

 集団接種会場において

安全かつ迅速に接種が

できるよう、会場設営や導

線、運営、救急対応にかかる訓練を実施され、会場入り口

や会場内には、彦根市新型コロナワクチン接種サポート

事業で当クラブから市に寄贈いたしました案内看板や案

内標識など早速活用されていました。 

 本番も円滑に接種オペレーションが行われること、コロナ

禍が早く収束に向かうことを願うばかりです。  

 

 

 

 

 

 

前回例会報告 

 クラブ細則第２条 理事会 第１節 管理主体の改正の説

明があり、本日の出席３１名で挙手により賛成多数で可決

されました。 会長の時間では、奉仕プロジェクト事業で 

１４０００キロ先のセネガルに図書寄贈す

る本の整備が終了しました６校に寄贈を

予定しています。寄贈式を計画中です。

会員参加で行う予定ですと話されました。 

 次に、今月末で角田仁君が近江鉄道を

退職されるため退会の挨拶をされました。 

 本日の卓話は「ちょっと気になる木の話 

その２」と題して松田充弘君が話されました。 

 まず初めに、現在の業界の現状として、木材の価格が

高騰しているという話がありました。アメリカの建築需要が

好調で、日本向けに輸出する木材が出てこないこと、海上 

輸送用のコンテナ価格が大

幅に上昇していることなど、新

型コロナウイルス感染拡大に

よる世界的な需給バランスの

変化が要因であるとのことで

した。次に、木材の使うことの

様々なメリットの話があり、①調湿効果がある、②リラックス

効果がある、③熱を伝えにくい性質がある、④意外と燃え

にくい、⑤環境に優しいなどの効果について順に説明が

ありました。その中でも、木材の環境に優しい性質につい

て、さらに詳しい話として、CO2の吸収、伐採後の炭素固

定化、化石燃料に比べ圧倒的な短期間で再生可能、製

品の生産時に排出するCO2の少なさ、水源涵養機能をあ

げ、山の木が約160本あれば、自動車1台が1年間に排出

する二酸化炭素を吸収できることや、木材をふんだんに

使った木造住宅を建てると約18,000㎏のCO2を固定化で

き、その点でもCO2の排出抑制に貢献しているという説明

がありました。最後に、人にも環境にも優しい木材を皆さ

ん使ってくださいとお願いし話を終えられました。 

 

ニコニコ箱 

（本日～3/31計 114,000円・累計 1,557,000円） 

長い間お世話になりました。ありがとうございました。感謝 

  です…角田君 

彦根にもようやくコロナ禍の状態が落ち着きましたが、引き 

  続き皆様、注意の程よろしくお願いします…大舘君 

“春迷走 梅香残して 桜咲く”… 正村君 

久しぶりの例会です…川原崎君 

花が咲き始めました…細江君 

例会欠席が続きましてすいません…石原君 

桜も開花してよい季節になりました…安居（継）君 

誕生日と入会記念日と皆出席を祝っていただいて。今一 

  番の関心事はワクチン接種前のコロナ感染対策につき 

  ます。皆さんも気をつけてください…杉本君   

誕生日に卓話させて頂きありがとうございます…松田君 

誕生日を祝っていただいて…田部君、近藤君、宮川君、 

  今村君、堤君、和田君、秋野（浩）君 

妻の誕生日を祝って頂いて…中村君、安居（継）君、岡君 

結婚記念日を祝っていただいて…宮川君、佐々木君、渡 

  邊君、秋野（正）君、上田君、田部君、上西君、青木君 

入会記念日を祝っていただいて…安居（秀）君、清水君、 

  後藤君、小島君 

入会させていただいて１５年皆出席です。今後もよろしく 

  お願いいたします…渡邊君 

皆出席を祝っていただいて…安居（秀）君、後藤君 

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 

４月 ２日(金) 長浜東ＲＣ 「青少年奉仕月間に因んで」             

４月 ５日(月) 長   浜ＲＣ 「長浜ロータリークラブ 

 創立５０周年をふりかえって」      

４月 ５日(月) 五 ・ 能ＲＣ 「会員卓話」 ハイブリッド例会     

４月 ６日(火) 長浜北ＲＣ 「法人税の税務判断の 

            ポイント 」         

４月 ６日(火) 彦根南ＲＣ 「お元気ですか、皆さん」 

出席報告 

 会員数 当日出席 ﾒｰｷｬｯﾌﾟ 出席率（％) 

 ３月２５日 ５４（１２） ３１（８） ０ ６０．７８ 

 ３月１１日 ５４（１２） ２２（４） ４  


