
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    浅山君ご夫妻（１１月３日）    

           小椋君ご夫妻（１１月７日） 

           川原崎君ご夫妻（１１月１０日）   

           伊藤君ご夫妻（１１月１０日）       

入会記念日    青木竺峰君（２００９年１１月５日） 

           戸所岩雄君（１９８８年１１月１０日） 

           片岡哲司君（１９８８年１１月１０日） 

 
１１月のスケジュール                          
１１／ ４  定例理事会（１３：４０～やす井） 

       第２班情報集会（１８：００～伊勢幾）   

    ８  浦部謡曲教室（１８：００～千代神社） 

   １０  第３班情報集会 

               （１８：００～ホテルサンルート彦根）  

   １１  第１班情報集会（１８：００～双葉荘） 

       第４班情報集会（１８：００～龍鱗）  

   １５  浦部謡曲教室（１８：００～千代神社）  

   １８  役員・理事懇談会（１１：００～やす井） 

       馬場ガバナー公式訪問例会（１２：３０～やす井）  

       第５班情報集会（１８：００～レストラン千成亭）  

   ２０  ゴルフ同好会第２回ゴルフコンペ（彦根ＣＣ） 

 
ロータリーの友１１月号 必見どころ                         
横書き Ｐ７  特集 ロータリー財団月間 

              インドで出会った笑顔の子どもたち 

     Ｐ１６ 世界インターアクト週間 

              どんな時も地域に奉仕、国際交流 

     Ｐ３２ すずちゃんのJust say cheese ! ⑤ 

              テーマ：アクセサリー  

     Ｐ３５ 連載コミック「ガイ散策 ⑤」 

           マンガ ロータリーはアイデアの宝庫！？ 

           コラム ロータリアンの活動 

縦書き Ｐ４  「デジタル技術って？  

                 光通信が支えるテレワーク」 

      東京工業大学栄誉教授・末松安晴氏の講演趣旨 

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） 

認 証 1952年10月27日 
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例会場 彦根ビューホテル TEL 0749-26-1111 
事務局 〒522-0063 彦根市中央町3-8 彦根商工会議所３階 
    TEL 0749-23-2101 FAX 0749-26-9272 
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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） 

今日の食事 

次回例会案内（2021.11.11）  

 「 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 

     

幕の内弁当 

いろは松 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 表門橋に向かう中濠の沿道の松並木で47本あったのでこの 

 名が付けられました。 

 現在34本（補植12本）残り、当時の面影が偲ばれる通りです。 

 第3代井伊直孝が、諸国から取り寄せた竹木を城内に移植 

 する際に、通行の妨げにならないように、根が地上に出ない  

 土佐松が植えられています。      （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.１５  

第３３２９回例会 
２０２１．１１．４ 

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 

 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 

 ｢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長   

            小島充子 

閉会点鐘 

 

        於．料亭旅館 やす井              

彦根城を世界遺産に 



出席報告 

他クラブプログラム予定 

彦根ＲＣ地区補助金事業           （  ）内 交付額 

2005～2006  よみきかせ会    （112,000円・1000ドル） 

2006～2007  ふれあい教室   （228,000円・2000ドル）  

2010～2011  彦根小学生能楽ワークショップ 

                     （643,160円・7000ドル） 

2011～2012  東日本大震災遺児に学用品等を送る 

                     （479,160円・6000ドル） 

2012～2013  環境学習       （399,160円・5000ドル） 

2014～2015  食育学習支援     （407,136円・4000ドル） 

2015～2016  明るく楽しく共に生きる社会をつくる 

          障害者自立支援 （631,536円・5100ドル） 

2016～2017  石田三成公いいひとプロジェクト 

                    （325,108円・3180ドル） 

2017～2018  希望の光110プロジェクト  

                      （594,540円・5364ドル） 

2018～2019  「フードバンクひこね」活動支援 

                      （468,516円・4266ドル） 

2019～2020  未来への架け橋、カロムでつなぐ 

          日越交流プロジェクト 

                      （481,356円・4464ドル） 

2020～2021  一隅を照らすプロジェクト 

            （セネガルに本を届ける） 

                     （678,466円・6348ドル） 

2021～2022  フードロスを軽減   （518,540円・4714ドル） 
 
ポリオについて 
・ポリオはどんな病気？   

   病原体は人のみに感染するポリオウイルス。感染し 

   ても発病しないケースも多いが、乳幼児が罹患した

場合はウイルスが脊髄などに入り込み、主に手や足

に神経まひの症状を起こす。一度まひが起こると根

本的な治療法は存在しない。予防策としてワクチン

接種による免疫の獲得がある。 

・日本の状況   

   戦後に届出伝染病に指定され、患者の記録が開始

された。1960年に北海道を中心に全国的に大流行

し、ソ連から生ワクチンを緊急輸入して感染拡大を 

   抑え込む。その後ワクチンによる予防接種が定着し

野生型ポリオウイルスによる患者の発生は1980年を

最後に根絶。 

・世界の状況 

   野生型ポリオウイルスの感染が続く常在国はパキス 

   タン、アフガニスタンの2か国。 

・ポリオウイルス 

   腸管内で増殖する小型のウイルスで、感染した人の

排泄物で汚染された水や食べ物を介して人へ移る。 

・ワクチンの種類 

 生ワクチン 

   ウイルスの病原性を弱めてつくられたもの。強い免疫

を獲得できる半面、まれに投与を受けた人が発病し

たり、その人の糞便を介し他の人が発病することがあ

る。経口摂取なので医療従事者でなくても扱える。 

不活性化ワクチン 
   免疫をつくるために必要な成分を取り出し、毒性をな

くしたもの。投与による感染の恐れはないが、注射に
よる複数回の摂取が必要。現在日本で採用。 

                  （ロータリーの友１１月号より） 

前回例会報告 

 会長の時間では、「牛飲水成
乳 蛇飲水成毒」（牛が水を飲
めば乳となるが、蛇が水を飲め
ば毒になる）すなわち物事は使
い方、生かし方によって有益に
も無益にもなるということです。

事業の継続においても人材の
適材適所の組織づくりが大切で

あるとの故事です。 
 本日の卓話は、渡邊僖子君が「知って
おきたい薬の知識」というテーマで、日

本薬剤師会が発行されている冊子をも
とに、薬の正しい使い方など自身の薬
剤師としての経験を交えながら話されま

した。薬を飲むときは水または白湯でのむこと、緑茶や
コーヒーなどカフェインの入ったものと一緒に飲むのは避

けるように、また、使用期限が過ぎている薬は絶対に服用
しないこと等基本的なことから丁寧に解説されました。会
長の言葉でも触れられましたが、やり方使い方によっては
薬にもなるし毒にもなるので正しく使用することと強調され
ました。血圧に関しては、ホースの先を細めると水が勢い
よく飛び出すのをイメージしてください、血管の中にコレス
テロールなどが溜まると血液がそういう状態になりいろん
な臓器にダメージを与えてしまうので血圧を下げるように
努力しましょうとのことでした。最後に腕を交差して肩のと
ころに手を当てイスから立ち上がる体操と、座りながら足を

伸ばし足首を動かす体操を実演され、いつまでも健康で
自力で歩けるために効果的だと話されました。 

ニコニコ箱 

（本日計 22,000円・累計 462,000円） 
１９５２年１０月２７日彦根ＲＣが認証されました。創立６９年 
  を祝して…大舘君 
卓話の機会を有り難うございます。眠れぬ夜が続きました 
  …渡邊君 
久しぶりにて！ ネクタイを忘れました…片岡君 

川口様、お借りしている駐車場を美しく草刈りして下さって 
  ありがとうございます…嶋津君   
“選挙戦 フェイク公約 秋風に舞う”…正村君 
誕生日を祝って頂きましてありがとうございます…玉置君 
配偶者の誕生日をお祝いありがとうございます…伊藤君 

結婚記念日を祝っていただいて…本庄君、杉本君 
 
（10/25口座引落計 13,000円・累計 475,000円） 
妻の誕生日を祝っていただいて…森君 
結婚記念日を祝って頂いて…森君、堤君、秋野（浩）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 

１１月 ５日(金) 長浜東ＲＣ 「ロータリーとポリオ根絶活動」     

１１月 ８日(月) 長   浜ＲＣ 「ロータリー財団月間に 
             因んで」      

１１月 ８日(月) 五 ・ 能ＲＣ 「会員卓話」       

１１月 ９日(火) 彦根南ＲＣ 「米山奨学生卓話」               

 会員数 当日出席 ﾒｰｷｬｯﾌﾟ 出席率（％) 

１０月２８日 ５１（１１） ３５（５） ０ ７７．７８ 

１０月 ７日 ５１（１１） ３３（６） ０  


