
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    小山祐輔君（４月１８日） 

           小島充子君（４月２９日） 

           後藤元一君（５月３日） 

           瀧沢隆司君（５月４日）  

           岡田眞智子君（５月４日） 

           吉原 保君（５月７日） 

           井の下精作君（５月１２日） 

           浅山禎信君（５月２５日） 

           渡邊僖子君（５月２７日） 

           大舘康伸君（５月３０日）  

 

ご夫人誕生日  大森君ご夫人美喜子さん（４月２２日） 

           秋野（浩）君ご夫人美和さん（４月２５日） 

           秋野（正）君ご夫人和子さん（４月２７日） 

           田井中（徹）君ご夫人純子さん（４月２７日） 

           今村君ご夫人幸代さん（４月２９日） 

           本登君ご夫人直子さん（５月７日） 

           上田君ご夫人由美子さん（５月１０日） 

           大舘君ご夫人佳代子さん（５月２９日） 

 

結婚記念日    清水君ご夫妻（４月２６日）    

           小田柿君ご夫妻（４月２７日） 

           細江君ご夫妻（５月３日）  

           近藤君ご夫妻（５月６日） 

           玉置君ご夫妻（５月１８日） 

 

入会記念日    本庄秀樹君（平成２３年４月７日）  

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） 

 
 

石居勘平(1838～1914)は、彦根藩士

の家来という身分ながら、幕末維新期

には学識の深さを買われて藩校・弘

道館の助教に抜擢された人で、明治

8年(1875)、現在の彦根市小泉町の

地にあった漸明学校(せんめいがっこ

う、城南小学校の前身の一つ)の訓導

(教員)になりました。37歳のときのこと

で、その後、彼はこの地域の教育に

専念して多くの人を教えました。たい

へん慕われた先生で、大正3年(1914)

に亡くなった翌年、旧交のあった人た

ちにより、同町内にこの石碑が建立さ

れました。 

           【彦根城博物館 学芸員（古文書） 早川駿治】 

 彦根ロータリークラブ週報           ２０２０～２０２１ ＶＯＬ.６９ ＮＯ.３１  

２０２１．５．１ 
★ポールハリス語録 

 「事業を見ればその人がわかります。 

  社会的に大成功していても、事業では平気で不正を   

  する人もいるかもしれません。 

  しかし、よき事業人は、どのようなときも社会で不    

  正なことはしないと思われます。｣ 

知ってやはりますか？こんなこと！！ 

彦根 辺りのお宝 

石居勘平翁碑(いしいかんぺいおうひ) 

                      会長 大舘康伸 

 ２０２０～２０２１年度の彦根ロータリー

クラブの会長をさせて頂き、早や１０か

月が過ぎようとしています。昨年１月か

ら猛威をふるっているコロナウィルスも

いっこうに収まる気配をみせません。  

  

 そのなかでも『奉仕のともしび』を灯しロータリー活

動を続けておられるメンバーの皆様ご苦労様です。 

あと、２か月で私の年度も終えます。いま青木会長エ

レクトに無事にバトンを渡す準備をしております。 

 

 今年度 後、残っている主なるイベントとして 

５月１３日（木） はじめてのオンライン例会を実施 

５月２０日（木） 「BIBLOプロジェクト セネガル  

              篠塚小学校 図書寄贈式」 

６月 ５日（土） 会員研修会 

６月２４日（木） 最終例会 

があります。 

 

 このコロナ禍の中ですが、感染対策を十分に行い

出来るだけ実施したいと考えています。 

 皆様、ご助力の程よろしくお願いいたします。 

次回例会案内（2021.5.13） 

 「彦根城世界遺産登録について」 

 ゲスト：歴史まちづくり部 文化財課  

    彦根城世界遺産登録推進室 主幹 小林 隆 氏 



ロータリーの友５月号 必見どころ                        

横書き Ｐ７  特集 青少年奉仕月間 

              あなたのエールで輝く若人 

     Ｐ２１  ガバナーのロータリー・モメント 

              松原六郎ガバナー 

縦書き Ｐ４  子どもたちの健やかな心を育む 

 

２０２１年バーチャル国際大会について 

 バーチャル国際大会

の登録受付が開始となり

ました。例年と異なり、各

個々人の登録が必要(ゲ

スト登録なし)、オンライン

登録が必須となります。 

 下記ご参照の上、登録をお願いいたします。 

* 下記国際大会ウェブサイトからオンライン登録 

   https://convention.rotary.org/ja 

* 各個々人の登録が必要 

   (ゲスト登録なし、各登録者のメールアドレス必須) 

* クレジットカード払いでのご登録 

* 米国中部時間５月７日午後11:59:59まで４９米ドル、 

 以降は６５米ドル                        

 (米国中部時間 ６月１２日～１６日の本会議、分科会、   

               友愛の家等にご参加頂けます) 

* 米国中部時間 ６月１０日～11日に開催されるローター  

 アクト、青少年交換役員、国際共同委員会の大会前会  

 議へのご登録は、一律２０米ドル(大会前会議はいずれ  

 か１つにのみご登録いただけます) 

* キャンセルポリシーその他は、上記国際大会ウェブサイ 

 トでご確認ください 

               （国際ロータリー日本事務局より） 

 

第２回社会奉仕委員長会議のご案内                   

 社会奉仕委員長会議が下記の通り開催されます。関心

のある方は５月１０日までに事務局までご連絡下さい。 

 日時  ５月２３日（日）１４：００～ 

               （受付１３：３０～１６：００終了予定） 

 会場  WEB会議（ZOOM）にて開催  

＜講演＞  『一流のプロの考え方と行動から学ぶ 

                 「これからの生き方」』  

       ～ 東日本大震災から１０年、星野仙一監督・  

          田中将大投手の秘話から偲ぶ ～  

＜講師＞  奥村 幸治 氏 

 １９７２年生まれ。兵庫県尼崎市出身。イチロー選手が 

 ２１０安打を達成した時、専属打撃投手を務めていた、  

 “イチローの恋人”。 

 中学硬式野球チーム（宝塚ボーイズ）を結成し、監督を 

 務める。教え子に楽天イーグルス田中将大選手がいる。  

理事会報告（2021.4.22） 

１．オンライン例会の件 

   ステージ２（注意）に引き下げられるまでオンライン 

   （ZOOM）例会とします。 

    ５月１３日（木）例会より １２：３０～１３：１５ 

    彦根商工会議所４階Ｂホールより発信 

    環境が整わない方は会議所にきていただく 

２．セネガルの子供たちへ「チャリティーバザー」開催の件 

    通常例会の場合、５月１３日（木）と５月２０日（木）の 

    の例会前後に行います。 

    売上金はアフリカの子供たちのために使うため手を 

    洗おう会にお渡しします。 

３．一隅を照らすプロジェクト 篠塚建次郎小学校BIBLO 

  寄贈式・式典開催の件 

   篠塚建次郎小学校BIBLO寄贈式をオンラインでセネ 

   ガルと結び開催します。 

    ５月２０日（木）１７：３０～例会（食事有） 

             １９：３０～２０：４０ 寄贈式 

    於．やす井 オンライン  

    会費 ３，０００円（口座引落） 

４．会員研修会開催の件 

    親睦旅行に代わる会員相互の懇親の場として開催 

    します。 

    ６月５日（土） １７：３０～１９：３０ 

    於．やす井  会費 １０，０００円 （口座引落） 

５．お祝い品ニコニコの件 

    ４／２２～５／３１のお祝いのニコニコについては 

    ５月２５日に口座引落しとさせていただきます。 

６．令和３年度ユネスコ協会団体会員登録の件  承認 

 

ゴルフ同好会第３回ゴルフコンペ報告 

                 ゴルフ同好会会長 本登忠雄 

 ４月１７日（土）彦根カントリー倶楽部にて第３回目となる

ゴルフ同好会ゴルフコンペを開催しました。 

 前日の天気予報通り当日は雨降りで、プレー中もやむこ

くなくフェアウェイも水が溜まるほどの悪条件の中、参加し

して下さった皆さんご苦労されましたが、好プレーが随所

にあり、バーディーをとられた方も２名ありました。 

 今年度は自己申告のハンデで競技しており、その中見

事に優勝されたのは正村君で、準優勝は秋野君でした。

雨の中のプレーでしたが、和気あいあいと親睦を深めるこ

とができました。 

 次回は５月１６日（日）に開催いたします。 

               OUT IN GROSS HDCP NET 

優 勝  正村 嘉規 君 ４７  ４６  ９３  ２２．０ ７１．０ 

準優勝 秋野 正誠 君 ４６  ４３  ８９  １７．０ ７２．０ 

３ 位  大舘 康伸 君 ４６  ４１  ８７  １２．０ ７５．０ 



ワインクラブ報告 

                             後藤元一 

 ４月１５日（木）午後６時より龍鱗にて、第２２回ワインクラ

ブ例会を行いました。まず、秋野さんから２０２０年度のワイ

ンクラブ会計報告をしていただきました。 

 その後、秋野さんから、一口メモとして、ボルドーの５大

シャトーのお話をしていただきました。１８５５年のパリ万博

の際に「第一級」格付けの称号を与えられた４つのシャ

トー「シャトー・マルゴー」「シャトー・ラフィット・ロートシェ

ル」「シャトーラトゥール」「シャトー・オー・プリオン」とジャッ

クシラク農相によって１９７３年に唯一昇格になった「シャ

トー・ムートン・ロートシェル」を教えていただきました。 

 

 今回の目玉は、「シャチュー ワイン」！ 

１８６０年代、フランスはフィロキセラという害虫により、ワイ

ン生産量の２／３を失うこととなり、多くのワイン産地が大打

撃を受けたそうです。フィロキセラとは日本名でブドウネア

ブラムシと言い、正式な学名を「Dactylasphaera Vitifoliae」

（ダクティラスファエラ・ヴィティフォリエ）と言います。アメリ

カ東海岸が原産で、ほとんど目に見えないほど小さく、根

や葉に寄生した幼虫が樹液を吸って成長しブドウを枯死

させます。この大被害を生き延びたブドウ種シャチュー！ 

このフランス最古のブドウ品種シャチューを１００％使用し

た「モネ・ドール シャチュー（２０１８）」が今回の目玉でし

た。ローヌ地方のアルデシュ県に、わずか50ヘクタールし

か残されていないのだそうで、お目にかかるのもなかなか

難しい一瓶だそうです。 

 フランスでは、この害虫被害を受ける前と受けた後のも

のでは全く違った扱いがあるとのことでした。フィロキセラ

禍により台木が変わってしまう前のワインは、今よりもずっ

と重く感じられる味わいだったと言われているそうですが、

奥行きのあるアロマを含め、味わい深いものでした。。。 

その後、 

・シャトー・マジュローキュベ・イッポ 

・シャトー・ラ・カフルシュ 

・シャトー・サン・パレ 

・シャトー・カスタニャック 

・シャトー・ルジェ 

・レスプリ・ヅ・シャトー・キャンドレ 

と合計７本のワインを賞味して、楽しいひと時でした。 

   平和構築と紛争     基本的教育と識字率向上  

   疾病予防と治療     地域社会の経済発展   

   水と衛生          環境 

   母子の健康 

     

今 思うこと ・ ・ ・ 
 

NO SIDE 

                         和田一繁  

 これからの４年市政の舵を切る船長が決まりまし

た。 

 コロナ禍の中いつもと違う選挙戦でありましたが、

候補者皆さんに共通して言えることは彦根市を愛

し、住み続けたい、暮らしてみたい、このまちを良く

したい目的は同じであるということ。ただ目標（マ

ニュフェスト）やプロセス、候補者自身の熱い思い

が市民にどのように伝え、伝わったのか、この荒波

の中新たに付託された船長には市民に約束した

目標を可視化（実現）できるよう市政の舵取りをお

願いしたい。 

 さて我々市民にも大きな目標（希望）があります。

それは２０２４年彦根城世界遺産登録であります。

その前段で２０２２年に日本代表に当選しなければ

なりません。現在候補地が滋賀県と奈良県です。

先人が残したもの守り、今日まで大切に保存活用

されてきた「彦根城」なのか、姿かたちも無い遺

構、遺跡である「飛鳥・藤原の宮都とその関連資産

群」なのか、市民の機運を高める市民自身の戦い

の１年となります。５／１３の卓話は彦根城世界遺

産登録を熱く語るゲストをお招きいたしますのでよ

ろしくお願いいたします。１００の愚痴より１０の提案

１０の提案より１の実行です。 



他クラブプログラム予定 

当クラブ受け入れ米山奨学生 

（１９７５年～２０２１年） 

 ＜受け入れ人数＞ ３１名（男性 １９名・女性 １２名） 

 ＜国 別＞ 台湾    １２名   中国  １０名 

         ベトナム   ６名   韓国   １名 

         モンゴル   １名   タイ     １名 

 ＜大学別＞ 滋賀大学       ２８名  

          滋賀県立大学     ２名 

          長浜バイオ大学    １名 

 

 

前回例会報告 

 会長の時間では、世界遺産検定の紹介。２０２４年度に

彦根城世界遺産登録を盛り上げる意味もありバッジを配

布します。２０２１学年度の米山奨学生 張 暁平さん・カ

ウンセラーの嶋津君の紹介がありました。張さんは日本語

英語も堪能とのことです。引き続き張さんご本人からの自

己紹介がありました。 

 本日の卓話は、大森修太郎君が「病上手の死下手」とい

うテーマで話されました。 

 昔から、いつも死にそうな話ばかりす

る人が一向に死なない人のことを揶揄

してこのようなことを言ったのですが、

わたくしも６０歳を過ぎてからいろいろ

の病気にかかりましたそれも命に係わ

るようなものばかりです。舌癌、前立腺

がん、大動脈りゅうなどがそのおもなものですが、そのい

ずれも早期発見により助かりました。舌癌は虫歯の治療の

時に歯科衛生士が見つけてくれましたし、前立腺がんは

他の血液検査の時にオプションで依頼した検査(ＰＳＡ)で

分かりましたし、大動脈りゅうは心臓のＣＴ検査の時偶然

見つかりました。いずれもラッキーな見つかり方でしたが

早期発見で事なきを得ました。これらの手術には全身麻

酔が行われますが手術の前提として糖尿病と歯槽膿漏は

完全治療しておかないと手術ができません。皆さんもこれ

だけは肝に銘じて治療してください。最近は遺伝子検査

が進んで多癌腫同時スクリーニングとか言って１回の血液

検査で数十種類の癌が見つかるそうです。 

みんな病上手の死に下手になるわけです。今この検査は

１回３００万円ほどかかるそうですが近い機会には２５千円

程度でできるようになるそうです。いま安価にできる方法は

あおむけに寝たときみぞおちをさすってみて硬いものを感

じたらかかりつけの医者に相談してください。動脈瘤の早

期発見です。男性はＰＳＡ検査必須です。どうかお大事に

して下さいと話されました。      

 

お客さま 

張 暁平さん（米山奨学生） 

 

ニコニコ箱 

（本日計 34,000円・累計 1,661,000円） 

張暁平さん、ようこそ彦根ロータリークラブへ。カウンセ 

  ラーの嶋津さん、一年間よろしくお願いします 

  …大舘君 

米山奨学生 張 暁平さん精進してください…青木君 

米山奨学生の張 暁平さんのカウンセラーをさせていただ 

  きます。皆様、張さんをよろしくお願いします…嶋津君

松山英樹選手マスターズ優勝、日本人初の栄冠に心より 

  エールをおくります。少し残念なのは優勝スピーチ、英 

  語で話してほしかったです…杉本君  

私にとって良いことがありました。日本画の公募展（春の日 

  展）に入選しました。小さな一歩の歩み出しです 

  …小島君 

“マスク美女 オレは知っている その素顔” これは私の 

  作品ではありません…正村君   

山々に若葉が広がってきました。勢いがありますね 

  …細江君 

遅くなりましたが３月に誕生日を祝っていただきありがとう 

  ございます…小田柿君 

嫁の誕生日を祝って頂きありがとうございます…和田君 

結婚記念日を祝っていただいて…片岡君   

ＳＡＡのお許しをいただいて…石原君 

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 

５月 ７日(金) 長浜東ＲＣ 「みどりの森月間に因んで 」             

５月１０日(月) 長   浜ＲＣ 「休会」      

５月１０日(月) 五 ・ 能ＲＣ 「会員卓話」   ＺＯＯＭ例会     

５月１１日(火) 長浜北ＲＣ 「法人税の税務判断のポイント 」         

５月１１日(火) 彦根南ＲＣ 「休会」 

出席報告 

 会員数 当日出席 ﾒｰｷｬｯﾌﾟ 出席率（％) 

４月１５日 ５４（１２） ３５（６） ０ ７２．９２ 

４月 １日 ５４（１３） ２４（５） ０  


