
地区スローガン 

活力と輝き －ロータリーの基本を大切に－ 
             （第2650地区ガバナー  馬場益弘） 

９月のスケジュール 

９／２  定例理事会（１４：００～彦根勤労福祉会館） 

   ５  ＲＬＩパートⅠ（９：１０～オンライン）  

  １２  ＲＬＩパートⅠ（９：１０～オンライン）  

  １３  浦部謡曲教室（１８：００～千代神社） 

  １９ 第１回社会奉仕委員長会議（１４：００～オンライン） 

  ２０  ゴルフ同好会第１回ゴルフコンペ（琵琶湖ＣＣ） 

  ２７  浦部謡曲教室（１８：００～千代神社） 

 

ロータリーの友９月号 必見どころ 

横書き Ｐ７  特集 基本的教育と識字率向上月間 

              「リテラシーがもたらすもの」 

                東京王子ＲＣ会長 石川千世 

                宇佐2001 ロータリークラブ 

                岡山南ＲＣ 小幡篤志 

     Ｐ１４ 特集 ロータリーの友月間 

             「座談会『友』 誌を嗜む」 

     Ｐ３２ よねやまだより 

           ロータリー米山記念奨学事業の基礎知識 

     Ｐ３４ 【新企画】すずちゃんのJust say cheese ! ③ 

             テーマ：室内を撮る  

             執筆：フォトグラファー鈴木知子 

     Ｐ３６ NEW GENERATION 

             米山奨学生 アルアーマド・ラジ 

             ローターアクター 日野聡子 

     Ｐ３７ 【新企画】連載コミック「ガイ散策 ③」 

             マンガ 例会は道場？ 

             コラム ロータリークラブの基本 

 

縦書き Ｐ４  SPEECH 「社会力育てが人類社会を救う」 

              元筑波学院大学学長 

              筑波大学名誉教授  門脇厚司氏 

     Ｐ９  この人訪ねて 

             靴製造販売・河野忠友（神戸ＲＣ） 

国際ロータリー・テーマ 

奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために       

           （国際ロータリー会長 シェカール・メータ） 
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2021～2022年度 会 長  青木竺峰  会長エレクト 細江正人   
          副会長  渡邊僖子  幹 事    上田勝之 
          会 計  小田柿喜暢 ＳＡＡ    秋野正誠      

彦根ＲＣ会長テーマ 

明るく 楽しい ロータリーライフを               

            （彦根ロータリークラブ会長 青木竺峰） 

次回例会案内（2021.9.9）  
 

「 会員増強を、頑張ろう！ 」 

担当 ： 会員増強委員会 

 

 

（１２：３０～ Ｚｏｏｍによるオンライン例会） 

山崎郭（山崎曲輪跡） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

木俣屋敷があった場所で、凱旋した井伊直孝を迎えた場所と

いわれています。かつて山崎門がありました。 

訪れる人は少ないですが、木々に囲まれ静かな空間がぽかりと

広がり、こころ安らぐ場所です。 

四季を通してのんびりと美しい場所。                           

                         （彦根城公式ＨＰより） 

彦根ロータリークラブ週報   ２０２１～２０２２ ＶＯＬ.７０ ＮＯ.８  

第３３２２回例会 
２０２１．９．２ 

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 

 幹事報告 

 委員会報告 

 ニコニコ箱報告 

 出席報告 

卓話 

 ｢公共イメージと認知度向上の 

            ために」 

   担当：公共イメージ委員会 

       理事  澤田和重 

閉会点鐘 

 

        於．オンライン(ZOOM)    

彦根城を世界遺産に 



出席報告 

他クラブプログラム予定 

第１回青少年奉仕担当者会議報告 

                    青少年委員長 菅谷 渉 

 ８月２８日(土)第１回青少年奉仕担当者会議がＺｏｏｍで

開催されました。まず馬場ガバナーより緊急事態宣言のな

かで１８０名の開催ですとの挨拶、青少年とともにＡＴＭ 

Ａは明るく、Ｔは楽しく、Ｍは前向きに活力と輝きのある活

動に、と話されました。中村青少年奉仕委員長挨拶では

コロナが終息せず思うような奉仕活動ができないがこんな

時だからこそ、出来ることがある、青少年奉仕活動はロー

タリーの未来であると話されました。吉川青少年奉仕副委

員長からは青少年事業の目的・行動規範・プログラム等の

説明がありました。 

◇ＲＹＬＡについて・・・田中青少年育成委員長 

 ５月２０日～２泊３日、ガバナーの地元京都での開催予

定、基本リアルでの開催にしたい。 

◇インターアクトについて・・・田村インターアクト委員長 

 組織の説明と活動報告 

◇ローターアクトについて・・・岡本ローターアクト委員長 

 年齢制限と分担金について   

               ・・・辻村地区ローターアクト代表 

 組織の説明、ほぼ活動ができていない 

◇青少年交換について・・・伊藤青少年交換委員長 

 開催なし、子供たちの安心安全を考慮し、再来年再開

に向け活動 

◇地区学友会(ロータリーフェローズ２６５０)について・・・

奥委員長・ 永井会長 

 組織の説明 コロナで活動なし 

◇青少年保護について・・・刀根危機管理委員長 

 危機管理・ハラスメントの説明。他クラブで夜間例会後ク

ラスター発生、新聞・ＴＶで大きな事件になった。危機管

理、対応が大切である。特に青少年が関わる活動には重

要。青少年プログラムでは海外で事件も起きている。 

 

前回例会報告 

 会長の時間では、まず昨年度のセネガ

ルへの図書寄贈、コロナワクチン接種会

場の標識寄贈で「語り合い部門、ともに

未来へ部門」でガバナー賞受賞の報告

がありました。今日の言葉として「喫茶

去」について話されました。「きっさこ」と

はお茶を飲んでいきなさいという意味で

す。お茶を飲んで気を楽にして、いった

んリセットして仕事に臨むことが大切で

す。複雑な出来事が起きる毎日の中で、

自分と静かに向かい合える時間を持ち

たいものです。 

 本日の卓話は「美味しい牛肉につい

て」というテーマで上田勝之君が話され

ました。 

  牛肉についてですが、若いころ友人と

焼肉を食べに行くと何かと口が出てしま

い、上田と焼肉に行ってもおいしくないと

よく言われてしましました。いろんな会合

などに出ると仕事柄間違った肉の話がで

ても、宴席などでは相槌を打ち程度でな

かなか本当の話ができませんでした。今

日は時間を頂きましたので専門的なお話をしたいと思いま

す。よく肉は腐りかけがおいしいといわれますが、実際は

腐敗が進んでることになるので新鮮なうちに食べたほうが

いいです。これは長くおいで酵素がでて熟成されることを

言っているのです。次に、よくテレビなどでＡ５ランクの肉と

か言っていますが、これは肉の美味しさを表す評価では

ありません。肉の等級を表す指標で歩留まりをＡ（標準より

よい）Ｂ（標準）Ｃ（標準より劣る）の３段階、肉質を５～１の５

段階、この組み合わせの１５段階に分けられます。業界が

肉の売買をするにあたっての取引基準です。Ａ５ランクだ

からと言って必ずしもおいしいとは限らない。肉の旨味は

赤身の部分、霜降りが多いと柔らかくなります。おすすめ

は適度な霜降りがあるＡ４―７、８くらいがいいと思います。

またおいしい牛肉は肉牛の飼育期間が大切です。よく熟

成肉と聞かれると思いますが、熟成のやり方としてドライ

エージング、ウェットエージング、リビングボディエイジング

（飼育期間）の３つがあります。和牛は本来何も手を加え

なくても霜降りに育つので、ホルスタインなど和牛以外の

牛を熟成させるとおいしくなります。よく世間では肉のブラ

ンド（産地）によってステーキがおいしいとか、しゃぶしゃ

ぶがいいとか、おすすめの食べ方が違うように聞きます

が、それはあまり関係がありません。どのブランド、どの食

べ方でもおいしくいただけます。肉のおいしい食べ方は家

ならばステーキの時は、前もってフライパンを十分熱して

から焼きましょう。弱火でジュクジュク焼くと水分と旨味が

出てしまい固くなってしまうので注意しましょう。しゃぶしゃ

ぶは３～4回しゃぶしゃぶしてピンク色くらいが一番おいし

く食べられます。牛肉はセレトニンに分泌を促す効果があ

り、体にもいいので皆さんもおいしく食べて頂ければと思

います。 

 

ニコニコ箱 

（本日計 5,000円・累計 215,000円） 

おかげ様で２０２０～２１年度２６５０地区松原がバナーより 

  ガバナー賞（語り合い部門・ともに未来へ部門にて）を 

  頂くことができました…大舘君   

卓話の機会を頂きまして…上田君 

 

（8/25口座引落計 21,000円・累計236,000円） 

誕生日を祝っていただいて…田井中（順）君、小椋君 

妻の誕生日を祝って頂いて…神野君、堤君、安居（秀）君 

会報・広報雑誌委員会  ／  澤田和重  正村嘉規  玉置貴一  今村康博 

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 

９月 ３日(金) 長浜東ＲＣ 「休会」     

９月 ６日(月) 長   浜ＲＣ 「休会」      

９月 ６日(月) 五 ・ 能ＲＣ 「未定」       

９月 ７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（％) 

８月２６日 ５１（１１）  １９（２） ０ ４５．２３ 

８月 ５日 ５１（１１）  ３５（６） ０  


