
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                          

会員誕生日    鈴木大祐君（３月３日） 

           杉本克実君（３月７日） 

ご夫人誕生日  田部君ご夫人清子さん（３月６日） 

           後藤君ご夫人敬子さん（３月８日） 

           那須君ご夫人美英さん（３月１３日） 

           和田君ご夫人ゆかりさん（３月１３日）                  

結婚記念日    安居（継）君ご夫妻（３月３日） 

           西村君ご夫妻（３月７日） 

           中川君ご夫妻（３月８日） 

           那須君ご夫妻（３月１１日） 

入会記念日     杉本克実君（２００４年３月４日） 

            小椋政昭君（２００４年３月１１日）    

３月のスケジュール                          

３／３   定例理事会（１３：４０～やす井） 

   ５   ２０２１学年度米山奨学生終了式 

                      （１０：００～オンライン） 

      張さん卒業祝茶会（１４：３０～ひこね市文化プラザ） 

      張さん送別会（１８：００～レストラン千成亭）   

  １２  彦根南ＲＣとの合同親睦ゴルフコンペ（彦根ＣＣ） 

  １３・２０  ＲＬＩパートⅢ（９：１０～オンライン）   

  １４・２８  浦部謡曲教室（１８：００～千代神社） 

  １９  会長エレクト研修セミナー（１３：００～オンライン） 

     

３月は「水と衛生月間」です！ 

 きれいな水を利用できることは基本的な人権です。しかし

世界には、適切な衛生設備が利用できない人が２５億人と、

安全な飲み水が得られない人が７億４８００万人おり、さらに

毎日１４００人の子どもが、劣悪な衛生環境と不衛生な水を

原因とする病気で命を落としています。 

 国連は２０１５年、環境と気候変動に対応しながら貧困問題

と福祉改善に取り組むために、「持続可能な開発目標」を設

定しました。目標の一つは水と衛生に関する項目で、「すべ

ての人に水と衛生へのアクセスと持続可能な管理を確保す

る」ことを目的としています。     （ロータリー・ボイスより） 

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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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          

（2022.3.10）休会 

（2022.3.17）「気候変動と気象災害について」  

       ゲスト ： 彦根地方気象台長 赤石一英 氏 

     

 

幕の内弁当 

井伊家ゆかりの社寺 青岸寺 

 青岸寺（前身は米泉寺と称す）  

 は、南北朝時代に近江の守護 

 職、佐々木京極道誉によって 

 創建されましたが、永正年間 

 （1500年代）の初めに焼失し、 

 関ヶ原の戦いの後、井伊家と 

 ともに彦根城に移った大雲寺 

 三世要津守三和尚によって再興されました。その時に庭園も 

 築かれましたが、彦根城内楽々園を築く際に石を供出し消滅  

 しました。 

 現在の庭園は、当寺の三世興欣和尚が隠棲する時に、楽々 

 園を築いた井伊家家臣の香取氏によって再築され、昭和9年 

 には国の名勝指定を受けています。見事な石組みと、杉苔の 

 緑を用いて水の流れが表現されており、雨上がりは山水画を 

 思わせる美しさです。米原駅から徒歩7分の距離ですが、寺 

 域は太尾山麓に囲まれた静寂な佇まいを保っております。             

                       （彦根観光協会ＨＰより） 

彦根ロータリークラブ週報   ２０２１～２０２２ ＶＯＬ.７０ ＮＯ.２８ 

第３３４２回例会 

２０２２．３．３ 

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 

 幹事報告 

 委員会報告 

 ニコニコ箱報告 

 出席報告 

卓話 

 「不動産取引の相談について」 

   担当：田部泰男 君 

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 

ロータリーの友３月号 必見どころ                          

横書き  

Ｐ７ 水と衛生月間 

     ・ロータリーで育て 地域に返す 

     ・受けたバトンをいつまでも 

     ・名にし負う猪苗代湖で水草回収活動を 

     ・都市養蜂 

      （きれいな水から生まれる新しい奉仕のかたち） 

Ｐ２６ よねやまだより 米山から世界の町へ⑬ 

                  スリランカ・アンバガスドーワ 

Ｐ３１ ガイ散策 ⑧ 

       マンガ これがホントの･･･････ってね 

       コラム クラブリーダーとクラブ運営 

縦書き   

Ｐ４ 「語り継ぐ震災 今、あなたと共に」 

       東北大学病院総合地域医療教育支援部助教 

                              菅野 武 

Ｐ９ 「この人 訪ねて」 

           浅井雅宏さん（河内長野高野街道ＲＣ） 

 

元米山奨学生の黄 麗蓉さんが事務局に 
 元米山奨学生（1996学年度）の黄麗蓉

さん（台湾出身）が３月１日（火）彦根ＲＣ

事務局に顔をみせてくれました。 

 その日はお子様の卒業式で帰りに訪ね

てくれたとのこと。黄さんは現在、東近江

市でご主人とお子様お二人と暮らしてい

ます。時々クラブのホームページもみてくれているようでお

茶同好会の写真をみて、何かお返しがしたく、台湾茶の

講師しますよと話してくれました。黄さんの妹さんは現在

ロータリアンで、３５２１地区の台北同星扶輪社に所属され

ています。このあとカウンセラーの岡田建三様を訪ねてい

かれました。 

 私の趣味はゴルフですが、ここでは私の家で飼っている

ワッフル（大型犬）について書いてみたいと思います。現

在飼っているワッフルはゴールデンレトリバーの雄で６歳、

体重は３５キロ、大変活動的で元気な犬です。現在のワッ

フルが３代目で、３代続けてゴールデンレトリバーの雄を 

３０年以上飼っています。ゴールデンレトリバーは賢くて穏

やかで飼いやすいといわれていますが、個体による性格

の違いが大きく、先代、先々代に比べ、現在のワッフル

は、散歩の時間が大変長く、平均１日９０分かかります。３

時間かかったこともあります。東はイオンモール、北は米

原の磯、西は大藪、南は後三条あたりまで毎日違った

コースで出かけます。他の家族はついていけないので、

私が散歩に連れていきます。私も、用事のある日が多い

ので、散歩が早朝や深夜になることもありますが、１日１日

の散歩は欠かせません。また、ワッフルはほとんど吠えな

い犬で、寝言以外で吠えたことがありません。先代や先々

代がよく吠えていたのと大きな違いがあります。ワッフルの

散歩のおかげで糖尿病の数値は安定しています。ワッフ

ルは健康のためにも欠かせない我が家の人気者です。 

 

前回例会報告 

 会長の時間では、「忘機（ぼうき）、機と

は物を求める心、今を忘れ、物事に夢

中に取り組んでいく中に求める物が待た

れるという仏教の教えであると話されまし

た。（キリスト教であれば、「求めよ さら

ば与えられんでしょうか。） 

 本 日 の 卓 話 は、宮 川 基 司 君 が「雑

感－ＰＡＴＲ４」と題して話されました。 

 日本の食文化の原点は京都であり、

我々のような料理屋の発祥の地でもあり

ます。奈良時代から平安時代にかけて

中国文化の影響が大きく、文化はもちろ

んのこと生活風俗まで色々な所で中国

文化が取り入れられていました。平安時代には貴族の宴

会スタイルは椅子とテーブルで宴会をしておりましてた。

その宴会ですが、「酒礼」「饗膳」「酒宴」の３つの部分で成

り立っています。｢酒礼」は上下関係といった社会的秩序

を確認する儀式であり、「饗膳」は食事中心であり、「酒宴」

は最後は無礼講で終わる。これが当時の宴会であります。

１４００年頃から名だたる寺や神社の門前に料理茶屋が出

来るようになり、本能寺の変の頃、ふや仲間が清水寺に参

拝したその時に「清水の茶屋や祇園の茶屋などでふる

まってくれて、すっかり酔ってしまった」という日記が残って

います。江戸時代には多くの料理屋がありましたが、京都

は土地柄、川魚や豆腐料理の店が多くあり、高瀬川の川

端には多くの川魚料理屋が軒を連ねていました。仕出し

料理も京都独特で仕出しというより出張料理という感じで

あります、と話されました。 

ニコニコ箱 

（本日計 16,000円・累計 972,000円） 

卓話の機会をいただいて…宮川君 

誕生日を祝っていただきありがとうございます…今村君 

入会記念日祝 ありがとうございます…清水君、石原君 

３月５日の米山奨学生の張さんの卒業祝茶会には是非い 

  らして下さいますように…嶋津君   

“友からの 雪どけたよりは 蕗のとう”…正村君 

 

（2/25口座引落計 14,000円・累計 986,000円） 

誕生日を祝っていただいて…堤君 

妻の誕生日を祝っていただいて…井の下君 

入会記念日を祝って頂いて…井の下君、神野君、菅谷君 

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 

３月 ４日(金) 長浜東ＲＣ 「休会」     

３月 ７日(月) 長   浜ＲＣ 「休会」      

３月 ７日(月) 五 ・ 能ＲＣ 「未定」       

３月 ８日(火) 彦根南ＲＣ 「職場訪問例会」                

 会員数 当日出席 ﾒｰｷｬｯﾌﾟ 出席率（％) 

２月２４日 ５２（１１） ３２（５） ０ ６９．５７ 

２月 ３日 ５２（１１） ３４（６） ０  

私の趣味               安居継彦 


