
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） 

お祝い                          

結婚記念日   大舘君ご夫妻（１０月８日） 

          本庄君ご夫妻（１０月２２日）                 

入会記念日   細江正人君（平成２年１０月２５日） 

理事会報告（2021.10.7）                         

１．情報集会開催の件    承認 

２．ポリオ根絶活動募金の件 一人当たり３千円口座引落 

３．赤い羽根共同募金の件 社会奉仕（委）より３万円拠出 

４．ロータリー旗作成の件  新ロゴにて作成承認    

 

地域別職業奉仕担当者懇談会（滋賀）報告 

                  職業奉仕委員長 佐々木治郎 

 １０月３日（日）Ｚｏｏｍにて職業奉仕担当者懇談会に参加し

ました。奥敦男地区職業奉仕委員の司会もと山田督ガバ

ナー補佐の開会挨拶に始まり、司会より出席者紹介がありま

した。 

 上原博一地区職業奉仕委員長より７月２３日に開催されま

した担当者研修会のアンケート分析、グループディスカッ

ションへの話題提供の説明があり、ＲＬＩ方式によるグループ

ディスカッション職業奉仕活動に関する情報交換・意見交換

が行われました。お話の内容は、私たちはなぜロータリアン

なのか？改めて『ロータリーの目的』を振り返る、『職業奉仕

とは』を中心にお話されました。ロータリーの目的は、意義あ

る事業の基礎として奉仕の理念を奨励し、これを望むことに

ある。①知り合いを広めることによって奉仕の機会とする事。  

    ②職業上の論理基準を保ち、役立つ仕事はすべて価 

    値あるものと認識し、社会に奉仕する機会としてロータ 

    リアン各自の職業を高潔なものとする事。  

   ③ロータリアン一人一人がが個人としてまた事業および 

    社会生活において日々、奉仕の理念を実践すること。 

   ④奉仕の理念で結ばれた職業人が世界的ネットワーク 

    を通じて、国際理解、親善、平和を推進すること。 

と説明がありました。 

 今回、グループディスカッションは仕事と重なり退席となり

お話を聞いただけで意見交換ができなかったのですが、職

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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          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） 

今日の食事 

次回例会案内（2021.10.28）  

 

「 知っておきたい薬の知識 」 

担当 ： 渡邊僖子 君 

     

 

幕の内弁当 

名勝 楽々園 
 

現在、楽々園と呼

ん で い る 範 囲 は

延宝5年（1677）に

4代直興によって

造営されたと伝わ

る下屋敷の範囲

であり、江戸時代

には「槻御殿」な

どの名前で 呼ば

れていました。こ

の槻御殿は下屋

敷であると同時に「隠居所」としても使用され、13代直弼は隠居

していた11代直中の子としてこの槻御殿で産声をあげていま

す。槻御殿については平成17年度より歴史的建造物の保存修 

理事業を実施しています。         （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.１３  

第３３２７回例会 

２０２１．１０．２１ 

開会点鐘 

ロータリーソング斉唱「我等の生業」 

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 

 ｢ＮＴＴにおける 

    地域活性化の取り組み」 

  担当：土橋潤也 君 

閉会点鐘 

 

        於．料亭旅館 やす井 

           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 

業奉仕の概念として職業上の髙い論理基準、役立つ仕

事はすべて価値あるものという認識、社会に奉仕する機

会としてロータリアン各自の職業を高潔なものとすること。

についてさらに理解を深めたいと感じました。講評として

山田、森本、両ガバナー補佐よりお話され、矢野雅史副

委員長より閉会挨拶にて懇談会が閉会となりました。 

 

第２回お茶同好会開催             田井中 徹 
 ｢あなたは今までに究極の中国茶を飲んだことがありますか｣ 

 １０月９日（土）「龍鱗」にて中

国茶の種類から飲み方までを

勉強する会を開催いたしまし

た。そもそもお茶同好会では

日本茶だけでなく幅広く中国

茶から紅茶、ハーブティーまで

美味しく楽しく仲良く頂くという

趣旨で作られた会なので、今回も１４名という多くの方が参

加されました。また、ドレスコードに中国の何かを身につけ

てきましょう！というお約束だったので、帽子やペンダン

ト、お札など色々な物を持ち寄って話題が弾みました。講

師には中国茶に御精通されている後藤さんになって頂

き、わざわざこの同好会のために神戸の専門店にまで出

向いて頂き高級茶葉を仕入れてきて頂きました。専用の

茶器セットまでご用意頂き、説明されていることがよくわか

り、レポートにまとめた資料を頂けたので今後の中国茶の

勉強にもなりました。白茶から緑茶、黒茶まで順番に説明

して頂き各２杯頂き、香りや味の移り変わりを楽しみまし

た。帰りにはプーアール茶をお土産に頂きました。ありがと

うございました。 

 追伸）第１回の同好会でMY茶碗を作りました。出来栄え

をメンバーにお披露目して人気投票をさせて頂きましたと

ころ上田勝之君の茶碗が１位となり同好会会長賞をGET

されました。 

前回例会報告 

 会長の時間では、今日の言

葉として「學道如鑚火」（がくど

うはひをきるがごとし）學道とは

まなぶこと、火をきるとは木を

すり合わせて火をおこすという

ことです。すこしばかり煙が出

てきても頑張って火おこしをし

ないと火がつかない。これは切磋琢磨し、徹底して研究を

するという意味で仕事にも通ずるところがあると思います。 

 本日の卓話は米山奨学生の張 焼平さんが「米山奨学

生になって感じたこと」というテーマで話されました。まず

は米山奨学生になり奨学金のお陰で学業に専念できてい

ること、茶道など日本の伝統文化の体験のお礼です。 

２０１９年１０月に研究生として来日し、修士課程に合格し

たがコロナで授業はほとんどＺｏｏｍ。その後、米山奨学生

に合格し、留学生活は一変。 

米山奨学生となり、皆さんを日本の家族と

思っています。将来はロータリーに入会し

米山奨学生を助けたいと思います。もう一

つは奨学生の生活から得たものは、異文

化理解です。日本と中国は高コンテクスト

文化に属しており人間同士のコミュニケー

ションが一番難しいと考えられています。

その特徴は言語に対する依存度が小さく、タテマエ、和、

形を重んじることです。中国人は西洋文化の影響もあり自

己本位や自己主張の精神に強く論理的に発話者の意図

を包み隠さず率直に伝え、相手に分からせるように率直に

伝えます。日本人は相手をいたわり、相手の立場を考え

て言葉を選ぶ自己制御をして話します。それで、国レベル

で文化的な差異が大きく、政治の面においても、日中両

国の関係は良いとは言えない現在こそ、個人レベルでひ

とりひとりの個性を尊重・理解すべきだと思っています。異

なる文化背景を持っている人と付き合う際に、相手の文化

を理解した上で、共通点を求めて相異点を保留すること

で、スムーズに異文化間コミュニケーションが取れるので

はと考えています。将来は、異文化理解の立場で、日中

友好関係の架け橋になりたいです。この志を遂げるため

に、引き続き頑張りますと話されました。 

お客さま 

張 暁平さん（米山奨学生） 

ニコニコ箱 

（本日計 62,000円・累計 403,000円） 

米山奨学生 張さん卓話よろしくお願いします…青木君 

米山奨学生 張さんが卓話をさせていただきます。よろし 

  くお願いします…嶋津君 

久々のリアル例会で皆さんのお顔が拝見できてよかった 

  です…上田君 

墓参り 彼岸花に さそわれて…正村君 

例会に参加できてよかったです…川口君 

例会で皆さんにお会いできてうれしいです…安居（継）君 

お久しぶりです。お会いできるのはいいですね…渡邊君 

リアルの例会が始まりました。コロナ収まりますように念じま 

  す…細江君 

久しぶりに皆様のお顔を拝見しうれしく思います…大森君 

初めての会場参加です。宜しくお願い致します…鈴木君 

8/21元気に傘寿を迎えることができました。感謝…秋野君 

誕生日を祝っていただいて…細江君 

妻の誕生日を祝っていただいて…小田柿君、澤田君 

入会記念日を祝っていただいて…大森君、土橋君、田部 

  君、北村君、浅山君、瀧沢君 

結婚記念日を祝っていただいて…田井中（徹）君 

米山功労賞をいただいて…中川君 

米山功労者３回目を頂き御礼申し上げます…青木君 

米山功労者２回目ありがとうございます…田井中（徹）君 

ＳＡＡのお許しをいただいて…石原君 

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 

１０月２２日(金) 長浜東ＲＣ 「米山月間にちなんで」     

１０月２５日(月) 長   浜ＲＣ 「イニシエーションスピーチ」      

１０月２５日(月) 五 ・ 能ＲＣ 「ガバナー公式訪問」       

１０月２６日(火) 彦根南ＲＣ 「月見例会」                

 会員数 当日出席 ﾒｰｷｬｯﾌﾟ 出席率（％) 

１０月 ７日 ５１（１１） ３３（６） ０ ７１．７４ 

 ９月１６日 ５１（１１） ２１（２） ０  


