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彦根城を世界遺産に
重要文化財
彦根城二の丸 佐和口多聞櫓

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）

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）

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）
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第３３２８回例会
２０２１．１０．２８
開会点鐘
ロータリーソング斉唱
「それでこそロータリー」
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
｢知っておきたい薬の知識」
担当：渡邊僖子 君
閉会点鐘
於．料亭旅館 やす井
オンライン(ZOOM)

今日の食事
幕の内弁当

次回例会案内（2021.11.4）
「ロータリー財団月間にちなんで」
担当：ロータリー財団委員会

佐和口に向かって左に伸びる多聞櫓。明和4年（1767）に火
災で類焼し、現在の建物は明和6年から8年にかけて再建さ
れたものです。明治になって、櫓門は失われましたが、本来
はその右に伸びる多聞櫓（現開国記念館）と一体のもので
す。※現在非公開
（彦根城公式ＨＰより）

お祝い
会員誕生日

玉置貴一君（１０月８日）

配偶者誕生日

伊藤君ご主人敦生さん（１０月３０日）

結婚記念日

杉本君ご夫妻（９月３０日）
本庄君ご夫妻（１０月２２日）
浅山君ご夫妻（１１月３日）

入会記念日

田井中（順）君（１９７８年１１月２日）

新会員紹介
い と う

よ う こ

伊藤 容子 君 （議員）
生年月日
勤務先

昭和３７年１２月１６日
彦根市議会 議員
（彦根市元町４－２)

情報集会開催日時・場所
第１班 １１月１１日（木）１８：００～
第２班 １１月 ４日（木）１８：００～
第３班 １１月１０日（水）１８：００～
第４班 １１月１１日（木）１８：００～
第５班 １１月１８日（木）１８：００～

於．双葉荘
於．伊勢幾
於．ホテルサンルート彦根
於．龍鱗
於．レストラン千成亭

幹事報告
１．１１月１８日公式訪問の随行者が変更になりました。
谷内地区幹事長から児島 賢地区副幹事長に。
２．第５１回目の米山功労クラブ感謝状を頂きました。
３．青木竺峰君が第３回米山功労者に、今村康博君が
第２回米山功労者になられました。
４．秋野浩一君が異動の為１０月１１日付で退会されました。

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

グルメ同好会開催

上田勝之
１０月１７日（日）今年度１回目
のグルメ同好会は、２年前の台
風被害で倒壊被害から店舗を
再建されたマキノにある湖里庵
さんに１３名の参加者で訪れまし
た。真新しい数寄屋作りの店舗
は部屋から琵琶湖が一面の見
え、春になれば海津大崎の桜も一望ができる最高のロ
ケーションです。最初の一品は、なかなか流通されていな
いハスの向付に始まり、鮒寿しとも合え等の前菜のあと
は、鮎と松茸の椀物に鯉の洗いはぽん酢で提供され斬新
でした。琵琶マスのイクラ丼に絶品だったのが鮒寿しのパ
スタでした。その後は子持ち鮎の山椒焼に〆の鮒寿し茶
漬でした。酒粕のアイスクリームと無花果のコンポートと最
後まで地もの琵琶湖産にこだわったお料理でした。隣接
の魚治にて鮒寿しやつくだ煮などを買い求めてマキノピッ
グランド経由で一路帰宅につきました。グルメに相応しい
一日となりました。

ワインクラブ報告

上田勝之
１０月２１日（木）伊勢幾さんに
て第２４回ワインクラブを８名の
参加で開催。秋野会長からワイ
ンとチーズの相性についてレク
チャーして頂いたあと、今回の
Present by Boss!！として格付け
シャトーが手掛けた日本未入荷
の辛口ロゼで乾杯。繊細な香りで華やかな飲み口でし
た。それからは美味しいお料理と６種類の赤ワインのペア
リングを楽しみました。話も弾み楽しい時間を過ごすことが
出来ました。次回は来年１月２０日を予定しております。

前回例会報告

本日は、今年度二人目の新会員 伊藤容子君を迎える
ことになりました。まず、大舘君より紹介があり、伊藤容子
君よりご挨拶がありました。
会長の時間では、「楓葉経霜紅」について、「ふうようは
しもをへてくれないなり」と読み、文字通り、秋になり、霜が
降りるようになり、山の木の葉が紅葉する、という自然の季
節の変化を表しています。人間に置きかえると、人生の
様々な苦労を経験し、それを耐えしのぐ事によって初めて
人 間 と し て 成 長 す る、と い う 意 味 に な り ま す と 話 さ
れました。

出席報告
会員数

当日出席

ﾒｰｷｬｯﾌﾟ 出席率（％)

１０月２１日

５１（１１）

３５（５）

０

９月３０日

５２（１１）

１７（２）

０

会報・広報雑誌委員会

７７．７８

４．みんなのためになるかどうか

本日の卓話は「ＮＴＴにおけ
る地方創成の取り組み｣副題
と し て は、未 来 を 創 る Social
ICT Pioneerと題し、土橋潤也
君より話がありました。
日本の近い未来・将来をイ
メージしつつ、今何をすべき
か？ＮＴＴでは何をお手伝いできるのか？という観点でお
話しします。本日のゴールは、お手元にお配りしたＮコレ
へのご招待でございます。来週月曜日～金曜日までの期
間で、オンラインの展示会を開催いたしますので、是非ご
来場をお願いします。本日は、・日本全体の社会課題は
何かデータをお示ししながらご説明し、 ・滋賀の状況を
データで見るとどう見えるのか？ ・社会課題を受けて、政
府の方針、民間の動きのトレンドとなるＤＸ、スマート〇〇
のご紹介 ・ワールドワイドで先進的な事例のご紹介 ・Ｎ
ＴＴの取り組み事例のご紹介 という流れで、滋賀の地域
創生・地域活性化の一助になれば幸いです。特に滋賀の
地域特性である光回線、スマートフォン、パソコン普及率1
位という強みを活かしながら、滋賀特有の様々な社会課
題への解決・支援をしていきたいと話されました。

ニコニコ箱
（本日計 37,000円・累計 440,000円）
この度入会させて頂いた伊藤容子と申します。よろしくお
願いいたします…伊藤君
伊藤容子君入会おめでとうございます…青木君、上田君
伊藤容子さんの入会を祝して…大舘君
伊藤さんご入会おめでとうございます。今後ともよろしくお
願いいたします…和田君
伊藤容子さんご入会おめでとうございます…小島君
伊藤さん入会おめでとうございます…宮川君、小島君
伊藤さん入会おめでとうございます。ようこそお仲間に！
…嶋津君
卓話の機会をいただいて…土橋君
子どもが無事英検４級を受験しました…川口君
膵臓癌の手術から丸２年、元気に過ごさせていただいて
ます！“感謝”…秋野君
御礼。先週の例会で出品された茶碗の中で青木会長作
の逸品をいただきました。大変気に入って毎日ながめ
ています。手に持った感じも青木さんの人柄を感じほ
っこりします。ありがとうございました…大森君
波打つススキ 夕陽は燃える 比良の峰…正村君
結婚記念日を祝っていただいて…大舘君
入会記念日を祝っていただいて…細江君
米山功労感謝状をいただいて…那須君
米山功労感謝状をいただきありがとうございます…今村君
他クラブプログラム予定
１０月２９日(金)

長浜東ＲＣ 「休会」

１１月 １日(月) 長 浜ＲＣ 「『ローカルメディアで地域を変
える。』月間7万人が閲覧する
長浜経済新聞の取り組み。」
１１月 １日(月) 五 ・ 能ＲＣ 「会員卓話」
１１月 ２日(火) 彦根南ＲＣ 「休会」

／

澤田和重

正村嘉規

玉置貴一

今村康博

