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彦根城を世界遺産に
市指定文化財 旧池田屋敷長屋門
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３３３０回例会

旧彦根藩の中級武家屋敷の典型をなす長屋門として、昭和
48年（1973年）に彦根市の指定文化財に指定されました。
平成21年度から3年を費やして、全解体修理を実施。中には
馬をつないでいた馬屋部分もご覧いただけます。
（彦根城公式ＨＰより）

お祝い
会員誕生日

２０２１．１１．１１
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
「母子生活支援について」
ゲスト：
（福）滋賀県母子福祉のぞみ会
母子生活支援施設 コーポのぞみ
施設長
北川一二 氏
担 当：社会奉仕委員会
閉会点鐘
於．料亭旅館 やす井

今日の食事
幕の内弁当

次回例会案内（2021.11.18）
馬場益弘ガバナー公式訪問

結婚記念日
入会記念日

正村嘉規君（１１月１３日）
本庄秀樹君（１１月２４日）
那須賢司君（１１月２５日）
菅谷 渉君（１１月２５日）
川原崎君ご夫妻（１１月１０日）
和田君ご夫妻（１１月２３日）
戸所岩雄君（１９８８年１０月１０日）
堤 秀記君（２０１１年１１月２４日）

理事会報告（2021.11.4）
１．馬場益弘ガバナー公式訪問の件 承認
２．新会員の件 承認
３．年忘れ家族会の件
１２月１６日（木）１８：００～例会
１８：３０～年忘れ家族会 於．やす井
４．ベトナムバザーの件
１２月１６日家族会の時に開催
５．例会の件
今月よりハイブリッドからリアルのみの例会とする
幹事報告
１．青木竺峰君がマルチプルＰＨＦ２回目に、田井中 徹君
がマルチプルＰＨＦ１回目になられました。
２．第６班の情報集会は１１月１７日（水）１８：００～伊勢幾に
て開催されます。
３．今年度ＩＭ（INTERCITY MEETING）が下記の通り開催さ
れます。ご予定いただきますようお願いいたします。
２０２２年４月２３日（土）
１３：００～ ＩＭ
於．近江八幡市文化会館
１７：３０～ 懇親会 於．ホテルニューオウミ
テーマ「今､この時代に必要とされ続けるロータリーを目指して」
◇講演テーマ
「地域企業から広がる『六方よし』の社会とＳＤＧｓ」
◇パネルディスカッションテーマ
「職業奉仕とＳＤＧｓ 滋賀県におけるＳＤＧｓ」

四つのテスト １．真実かどうか ２．みんなに公平か

私の趣味

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

澤田和重

コロナの影響でロータリー活動も制限され、週報の話題
にも事欠く状況です。
今回から、会員の皆様の趣味について載せていきたい
と思います。まずは、公共イメージ担当の私から。
趣味といっても様々ですが、仕
事柄、映像音響機器には凝って
いる方だと思います。離れにホー
ムシアターがあり、映画や音楽鑑
賞 をしてい ます。最近 はネ ット フ
リックスやamazonプライムで映画を
観たり、昔のレコードを聴いたりしています。高校時代から
洋楽が好きでクイーン、アバ、レッドツェッペリン、TOTOな
どをよく聴いています。
あとは、子供のころから工作が好きで、ＤＩＹ（俗にいう日
曜大工）でいろんなものを作っています。材料は主にホー
ムセンターで購入しますが、近くの山林で調達する場合も
あります。竹で囲みをして花壇を作ったり、テーブル、庭の
フェンス、テラス、ピザ窯、母屋と離れの渡り廊下、単管パ
イプで車庫も作りました。テラスは父に教えてもらい柱と梁
の つ な ぎ 目 に 枘（ほ ぞ）穴 を
作って製作しました。工具も好
きでチェーンソー、丸鋸、グラ
インダー、電動ドリル、発電機
など一通り揃えています。何年
か前の台風で停電したときは
発電機が活躍しました。
後は２０年ほど前から夏は
キャンプ、冬はスキーに家族で
行 っ て い ま す。小 豆 島、淡 路
島、串本、能登島、京丹後、豊
岡等北陸近畿各地に行きまし
た。今年は和田浜に行きました
が雨だったのでほとんどテント
で過 ごす状態 でした。いつ も
ダッチオーブンで鳥の丸焼きやパエリアなどを作っていま
す。今回、初めてバームクーヘンづくりに挑戦しました。
まだまだいろんなことを体験したいと思いますが、今後も
いろんな趣味に挑戦していきたいと思います。

前回例会報告
会長の時間では、「明歴歴露
堂堂（めいれきれきろどうどう）」と
い う 言 葉 に つ い て、明 ら か に
はっきりと表れて少しも隠すとこ
ろがない、素直になれば隠し事
がないという意味で、仕事でも何
でも思い切ってありのままの自分をさらけ出して堂々と生
きて行けば良いのではないかと話されました。
出席報告
会員数

当日出席

１１月 ４日

５１（１１）

３４（４）

０

１０月２１日

５１（１１）

３５（５）

０

卓 話の時 間で は小島 充子 ロー タリ ー財 団委員 長が
「ロータリー財団月間について」というテーマで、８月９日に
開催された地区財団セミナーの映像を使い卓話されまし
た。まず最初に動画で地区ロータリー財団・中川基成委
員長から財団の理念や仕組み、具体的な財団資金の活
用事例のお話があり、配布された「シェアシステムによる財
団資金の活用」について図解でわかりやすい文書の説明
や財団の父アーチ・クランチのマンガ
本 を紹 介 され ま した。その 後、彦 根
ロータリークラブの過去の地区補助
金事業を映像で振り返り懐かしさに
浸りました。グローバル補助金の奨学
生制度について紹介され、最後に国
際ロータリーの最優先項目の一つで
あるポリオ根絶推進活動の歴史を映
像と共に紹介されました。
過去９回ポリオミッションに参加された正村君より、地区
世界社会奉仕委員会では毎年３，０００万円かけてミッショ
ンを遂行されていたと話されました。中でも、ベトナムの山
奥でもう船が出ようとしている時に赤ちゃんを抱えた女性
が２０～２５キロぐらいを歩いて来ただろうに川の中まで
入ってきてワクチンを打ってくださいと言ってきたのが今で
も目に焼き付いていると回想されました。

ニコニコ箱
（本日計 18,000円・累計 493,000円）
財団委員会の卓話の時間いただきありがとうございます
１１月は大変な月になりました。がんばります…小島君
圭、眞子様のご成婚を祝して。“菊薫る 三年の愛を
永遠に継げ”…正村君
マルチプルＰＨＦ２回目を祝って、感謝します…青木君
マルチプルＰＨＦ１回目を頂いてありがとうございます
…田井中（徹）君
結婚記念日のお祝いをいただきありがとうございます
…伊藤君
結婚記念日をお祝いいただいて…浅山君
入会記念日を祝っていただいて…片岡君
入会記念日を祝っていただいて…青木君
他クラブプログラム予定
１１月１２日(金)

長浜東ＲＣ 「みんなの暮らし
『あったらいいなぁ』をカタチに」

１１月１５日(月)

長 浜ＲＣ 「地域社会における
文化芸術振興」

１１月１５日(月)

五 ・ 能ＲＣ 「夜間例会」

１１月１６日(火)

彦根南ＲＣ 「新会員スピーチ」

ﾒｰｷｬｯﾌﾟ 出席率（％)

会報・広報雑誌委員会
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澤田和重

正村嘉規
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今村康博

