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彦根城を世界遺産に
井伊家ゆかりの社寺 龍潭寺
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３３３９回例会

慶長６年に移建改装され、初代藩主井伊直政の建立による
禅僧の専門道場として、多数の造園学僧を輩出しました。
白砂に48の石を組んだ 方丈南庭「ふだらくの庭」と、彦根市
指定文化財である蓬莱山の山水の庭園が知られています。
本堂には芭門十哲のひとり森川許六の襖絵があります。
（彦根観光協会ＨＰより）

お祝い
会員誕生日

２０２２．２．３
開会点鐘

田部泰男君（２月３日）
和田一繁君（２月９日）

ご夫人誕生日

安居（継）君ご夫人初代さん（２月１５日）

結婚記念日

宮川君ご夫妻（２月４日）
田部君ご夫妻（２月７日）
上田君ご夫妻（２月８日）
秋野君ご夫妻（２月１０日）
渡邊君ご夫妻（２月１５日）

入会記念日

小田柿喜暢君（２０１１年１月２７日）
安居秀泰君（２００２年２月７日）

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
「５５歳になってから！」
担当：田井中

徹君

２月のスケジュール
２／３
定例理事会（１３：４０～やす井）
１４ 浦部謡曲教室（１８：００～千代神社）
２０ 地区職業奉仕講演会（１３：３０～オンライン）
２８ 浦部謡曲教室（１８：００～千代神社）

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
（2022.2.10） 休会
（2022.2.17） 「 文化・四方山噺 」
担当 ： 戸所 岩雄 君

ロータリーの友２月号 必見どころ
横書き Ｐ７ 特集 平和構築と紛争予防月間
「青少年交換は未来平和へのギフト」
Ｐ２２ よねやまだより 米山から世界の町へ⑫
ミャンマー・マンダレー
Ｐ２４ すずちゃんのJust say cheese ! ⑧
街を撮る
Ｐ２７ ガイ散策 ⑧ マンガ ロータリアンは顔が命？
コラム ロータリアンの利益
縦書き Ｐ４ 「武井武雄の世界」
イルフ童画館館長 山岸吉郎
Ｐ９ 「この人訪ねて」 岩瀬浩介さん（秋田東ＲＣ）

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

グルメ同好会新年総会報告
上田勝之
１月２１日（金）グルメ同好
会の総会を兼ねて、せんなり
亭伽羅多賀別邸で開催しま
した。当初は、１３日の開催
予定でしたが積雪の心配か
ら日にちを変更してとり行い
ました。貸し切り営業でした
ので、個性の違う８つの部屋
を見学してもらいスタートしました。６名の参加で大森君か
ら自家製の鮒寿しとお漬物のさし入れを頂き、鮒寿しは頭
を叩いて飯と混ぜて付け合わせ濃厚な旨味を味わうこと
が出来ました。漬け物も塩分控えめな上品な味わいで肉
会席料理のお供に最適でした。話しも弾み、楽しい時間
を過ごすことが出来ました。
私の趣味

渡邊僖子

趣味といえるのかどうか？ 現在私は５５の歳から詩吟
を、６０の歳から生花のお稽古をしている。５０の歳に今の
渡辺薬局を立ち上げ、母の認知症との付き合いも同時進
行であった。大変だった。認知症が恐かった。認知症を回
避するには能動的な行動が有効であると教わった。能動
的な行動とは「恋愛」と「趣味」だそうだ。恋愛はともかく、
仕事人間の私には趣味というものはなかった。あせった。
その頃、たまたま誘っていただいたのが、「詩吟」であっ
た。何でも良かった。やってみよう！ 少しずつ上達する
のが楽しかった。ひょんなことから生花を教えてくれる方と
出会った。嬉しかった。やはり少しずつ上達するのが楽し
かった。
５６の歳にロータリーに入会させていただき、「詩吟」と
「生花」と「ロータリー活動」 趣味といえるのかどうか？
今楽しくてしょうがない。

前回例会報告
会長の時間では、「一枝梅花
和 雪 香」に つ い て、お 話 し し ま
す。「いっし ばいか ゆきにわし
て かんばし」と読みます。一枝
の梅の花が雪の中に咲いていて
香しい、という情景を表していま
す。転じて「苦労した結果として
報われる」「努力すれば報われ
る」という意味があります。また、四季の移ろいが美しい日
本において、美しい情景を描写しており、「自然を愛で、
自然と共に生きる」という思いを込める解釈もあります。
本日の卓話は、杉本克実君が「歯科医院の苦情につい
て」というテーマで話されました。

出席報告
会員数

当日出席

１月２７日

５２（１１）

２８（２）

０

１月１３日

５２（１１）

３３（６）

０

歯科治療では治療法によっては医療
保険が適用されず自費負担になり、人
によっては高額と受けとめられ苦情の背
景になることがあります。例えば、セラミッ
ク治療で数万円費用負担したお客様
が、数か月ごとに定期検診実施を条件
に５年間保証という内容を説明したにもかかわらず、ご理
解されずに2年程度で臭いが気になると苦情を言われる
ケースがありました。一般に、１回の歯科治療では３千円く
らいの負担と思い込んでおられる方がいて、保険適用の
無い治療法で１万円負担と知ると、なかなか理解、納得が
得られない場合があります。別の事例では、義歯を製作し
て患者さんに治療したが、３、４か月で壊れた、材料が悪
いのではないか、という苦情をいただいたこともありまし
た。この事例の根本原因は材料の問題ではなく、かみ合
わせの問題と考えられるが、なかなか理解は得られませ
ん。また、子供の患者さんの治療をしようとしたら、虐待を
疑った同伴の母親が会話を録音しようとし、論争になった
という事例もあります。こういった苦情の根本にあるのは歯
科治療行為者と患者さんの信頼関係の有無だと思いま
す。大事なことは、苦情になるまで放っておかない、苦情
になる前にご不満の内容に誠意をもって、その人に合わ
せて対応することだと思います。例えば、義歯の治療であ
れば、製作したものを何回も時間をかけて大きさ、色など
を患者さんに確認していただき、また患者さんの知人の意
見も聞いていただき、それに対応します。お子さんを治療
する場合は、初回は話をするだけ、２回目はフッ素を塗る
だけ、３回目で初めて口を開けて中を見る、という具合に
回数を重ねることで苦情は少なくなります。患者さんから
苦情をいただくと２、３日は悩み、落ち込みます。苦情の無
いようにしっかりした対応をして、規則正しく、平凡だがスト
レスのない生活を送りたいと思っています。
時間が余りましたので会長が次のことを話されました。
開会、閉会の鐘には「清和」と彫られています。そして「国
際ロータリー第２６５０地区２０００～２００１年ガバナー山崎
時雄（彦根ロータリークラブ）」と彫られています。山崎ガバ
ナーがガバナーの記念として寄贈して下さいました。当ク
ラブからガバナーを輩出していること誇りに思って、開会、
閉会のたびに思い起こしてください。

ニコニコ箱
（本日計 6,000円・累計 898,000円）
卓話の時間をいただいてありがとうございます…杉本君
“バレンタイン 遠く昔の 物語” 今思えば義理チョコもな
つかしいですね！…正村君
誕生日を祝っていただいて…本登君
他クラブプログラム予定
２月 ４日(金)

長浜東ＲＣ 「休会」

２月 ７日(月)

長 浜ＲＣ 「労働保険・社会保険の法改
正のポイントと必要な対応」

２月 ７日(月)

五 ・ 能ＲＣ 「平和記念館学芸員卓話」

２月 ８日(火)

彦根南ＲＣ 「休会」

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

４．みんなのためになるかどうか

正村嘉規

玉置貴一

今村康博

