
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                        

ご主人誕生日  渡邊君ご主人徹さん（４月１４日）   

結婚記念日    岡君ご夫妻（４月２日） 

           大森君ご夫妻（４月９日） 

           井の下君ご夫妻（４月１０日） 

           片岡君ご夫妻（４月１３日）    

入会記念日    本庄秀樹君（平成２３年４月７日）   

            

理事会報告（2021.4.1）                        

１．新会員の件   承認 

２．退会会員の件 

   角田 仁君 退職のため、３月３１日付で退会 

   中村 哲君 人事移動のため、４月３０日付で退会 

３．会員親睦会開催の件 

   親睦旅行にかわる懇親の場として、やす井さんにて会 

   食の場を設ける。６月５日（土） 開始時間未定 

４．ロータリー希望の風奨学金の件   

  一人５千円×５４名、２７万円社会奉仕委員会費より拠出 

 

第２６５０地区・地区大会報告             

                           幹事 今村康博   

 ４月４日（日）京都ホテルオークラにて 

２０２０～２１年度地区大会が開催されまし

た。感染予防対策として、会場に出席でき

るのは各クラブ会長・幹事のみということで

大舘会長と今村幹事の２名で出席しまし

た。またＲＬＩ地区委員長として安居継彦君

と彦根ＲＡＣ会計の安居佳彦君が参加さ

れました。冒頭で地区内９６クラブの活動報告を正面に設置

されたスクリーンで上映されました。そして松原六郎ガバ

ナーの開会点鐘、開会宣言で始まり、物故会員追悼・黙禱

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（2021.4.15） 

「 病上手
やまいじょうず

の死下手
し に べ た

 」 

担当 ： 大森修太郎 君  

     

 

幕の内弁当 

 
ゆるやかな曲線や細かい波状

の文様など、変化に富んだ刃

文が焼かれた刀。制作者は、

江 戸 時 代 前 期 の 寛 文 年 間

（1660～73）頃に活躍した藤原

兼正です。兼正は、越前から彦

根に移り住んだとみられる刀鍛

冶で、彼の作品には「近江彦根

住」や「江州於彦根造之」など

の居住地あるいは制作地を表

す銘記が表されます。兼正の

息子も彦根で鍛刀していますが、父子ともに具体的な鍛冶場は

分かっていません。江戸時代は、江戸と大坂に刀鍛冶が集中す

る傾向にありましたが、兼正のように城下に拠点を置いて作刀す

る者も少なくありませんでした。 

          【彦根城博物館 学芸員（武器武具） 古幡昇子】 

 彦根ロータリークラブ週報           ２０２０～２０２１ ＶＯＬ.６９ ＮＯ.２９  

第３３０６回例会 

２０２１．４．８ 

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 

 「養護施設の子ども達の 

        未来と更正保護」 

  担当：上西信昭 君 

閉会点鐘 

         於．料亭旅館 やす井 

★ポールハリス語録 

 「奉仕の真の精神は、 

       世界を救済することができます。｣ 

知ってやはりますか？こんなこと！！ 

彦根 辺りのお宝 

彦根の刀鍛冶 藤原兼正（ふじわらかねまさ） 



他クラブプログラム予定 

が行われました。 

 ホストクラブの福井フェニックスＲＣ・竹内順子会長が、本

来ならば福井で皆さんをお迎えするところですがと恐縮さ

れ、一時は中止も考えていたがホテルオークラのご厚意

により開催できたことを大変喜んでおられました。 

 まず特別講話として、「ロータリーと人生」というテーマで

ＲＩ元理事・千玄室氏が講演されました。次に特別講演とし

て、ＷＨＯ西太平洋事務局長の葛西健氏がリモートで「西

太平洋地域のＣＯＶＩＤ－１９の状況と今後の展開につい

て」のお話を熱く語られました。 

 コロナ禍で縮小版の地区大会でしたが内容は凝縮され

ていました。しかし、やはり、懇親会がないのは寂しい限り

です。来年こそは懇親の宴が開かれることを祈ります。 

 

前回例会報告 

 会長の時間では、昨日、松原ガバナーより電話があり、

地区大会の出席への労いとライブ配信の案内のお願いを

頂きました。また、例会については、１月２１日より休会とし

３月１１日より通常通り実施している旨の報告と、事業につ

いては、セネガルへの図書寄贈の件、ワクチン接種にか

かわる看板等の寄贈について報告しました。各クラブによ

り取り組みは様々であるが、彦根ＲＣとしては一定の活動

ができているものと思うと話されました。 

 また、カウンセラーの渡邊君より、埼

玉にて勤務開始したゴックさんからのお

手紙とプレゼントの紹介をされました。  

 本日の卓話は「私について」と題して

那須賢司君が話されまし

た。三島由紀夫の自決の

日に生まれた。脳性小児麻

痺の障害を持って生まれ

た。父は全国を廻って病院

を 探 し た が、足 に 障 害 が

残った。幼稚園は三輪車で

通園。小学校の時、３回の手術で歩けるようになった。小

学１、２年は病院内の分校にて、リハビリ。小学３年から、

本来養護学校に通うべきだが、健常者と勉強したいという

思いを汲んでいただき、地元の小学校に通学。高校まで

三輪自転車で通学したが、友人にも恵まれ、楽しい学校

生活を送った。高校は勉強嫌いがたたり、定時制に進み、

父の仕事を手伝った。父は、非常に厳しかったため、父親

から逃げるために、大学に進学した。社会人になり、父の

会社の立て直しもあり、近江不動産に入社。父の病気を

機会に、平成１９年に社長に就任し、現在に至る。就任

後、借入金の返済を進めながら、ここ１０数年は黒字を維

持しているが、今年度はコロナ禍の影響で厳しい見通し。

今後は、障害のある方々とともに、事業を進めていきた

い。最後に、小学校卒業時の作文のご紹介を頂きました。 

 

ニコニコ箱 

（本日計 39,000円・累計 1,596,000円） 

私の母が３／１９に他界いたしました。享年９４才でした。 

  葬儀は家族葬にて営ませていただきました…本庄君  

３／１９ゴックさんが元気に東京に旅立ちました。皆さんに 

  とても感謝して旅立ちました…渡邊君   

桜が満開です。このようなおだやかな日が続きますよう祈 

  念いたします…大舘君 

来年は花見例会ができますように…安居（継）君 

卓話の機会をいただいて…那須君 

誕生日を祝っていただいてありがとうございます…澤田君 

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 ９日(金) 長浜東ＲＣ 「花見例会（夜間）」              

４月１２日(月) 長   浜ＲＣ 「休会」      

４月１２日(月) 五 ・ 能ＲＣ 「お花見例会」     

４月１３日(火) 長浜北ＲＣ 「第４回クラブ協議会」         

４月１３日(火) 彦根南ＲＣ 「ZOOM例会  

 お元気ですか皆さんパート２」 

出席報告 

 会員数 当日出席 ﾒｰｷｬｯﾌﾟ 出席率（％) 

 ４月 １日 ５４（１２） ２４（５） ０ ５１．０６ 

 ３月１８日 ５５（１２） ２９（６） ０  

今 思うこと ・ ・ ・ 
                       小田柿喜暢 

 聞き飽きたかもしれませんが、現在は「１００年に

一度のパンデミック」の最中です。そして、このよう

なことが発生すると大きく世の中が変わっていくと

いうのも実感しています。 

 例えば、ビジネスでは顧客や協力先などとリアル

に対面でお会いする機会が随分と減りました。そ

れとは逆に打ち合わせや講演会などはWEB利用

が増えています。社内でのコミュケーションの取り

方も変えていかなければなりません。また、人々の

考え方や価値観も新しくなってきています。 

 こんなにも変化している世の中にもかかわらず

ニュースなどを見ているとひと昔前の感覚、いわゆ

る昭和の時代の行動や言動から抜け出せず物議

を醸しだしている人がいることは残念です。これか

らの地域や日本、世界を成長発展させていくの

は、新しい感覚をもった若者であることは間違いな

いことだと考えています。 

 「不易流行」 （いつまでも変化しない本質的なも

のを忘れない中にも、新しく変化を重ねているもの

をも取り入れていくこと。また、新味を求めて変化を

重ねていく流行性こそが不易の本質であること＜

三省堂 新明解四字熟語辞典＞）。 

 何事にもこの言葉を頭に刻み込んで考動してい

きたいものです。 


