
グルメ同好会開催                  上田勝之 

 １２月１日（木）グルメ同好会を伊勢幾さんにて、冬の食材

として「蟹三昧を食す」をテーマに１４名の参加で開催いた

しました。蟹が高騰しているなか、伊勢幾さんにはかなり奮

発してくださり、一人一杯以上を食することができました。

内容は蒸し蟹・焼き蟹・お鍋とタイトル通り、蟹三昧を堪能

することができました。最後に雑炊で温まり好評の中、終わ

ることができました。 

 

ゴルフ同好会遠征コンペ報告  同好会会長 上田勝之 

 １２月４日（日）富士スタジ

アムゴルフ倶楽部南コース

にてゴルフ同好会遠征コン

ペを１３名の参加で開催し

ました。天候の不安もありま

したが、メンバーの日頃の

奉仕のおかげもあり、雨が

降ることなく最後までラウン

ドすることが出来ました。今回のコースはグラスバンカーが

連続して畝る難しいコースでスコアは厳しかったです。優

勝は石原君がOUT４１、IN４５、GROSS８６、NET７２．８の成

績でした。いつものようにベスグロも獲得、バーディ賞も獲

得されました。表彰式は彦根に戻り、龍鱗で執り行い、楽し

い時間を過ごし懇親を深めました。  
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野田山金毘羅宮石柱 

 野田山の金毘羅宮の出来たのは、今より３００年前とさ 
 れておりますが、あの三本杉を見ると１２００年前より何 
 かがお祀りしてあった事を物語っております。 
 彦根城下を一望に見下ろし風光明媚、湖東の名所と 
 して最たるものであります。 
    山の中でも 野田金毘羅は  
             病厄け あらた神    野口雨情作 

２０２２～２０２３  ＶＯＬ.７１  ＮＯ.２０ 

彦根ロータリークラブ週報 

第３３７６回例会 
２０２２．１２．８ 

 

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 

食事・懇談 

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 

 「ポリオのない世界へ」 

   担当：正村嘉規君 

閉会点鐘 

 
          於．料亭旅館やす井 

彦根市内の名所、旧跡、歌碑・句碑  

地区スローガン    感動、感激、そして感謝                       （第2650地区ガバナー  尾賀康裕） 

彦根ＲＣ会長テーマ  感謝して品格あるロータリーライフをもっと楽しもう！！ （彦根ロータリークラブ会長 細江正人） 

国際ロータリー・テーマ イマジン ロータリー                  （国際ロータリー会長 ジェニファーＥ．ジョーンズ） 

お祝い                          

会員誕生日   福尾伸哉君（１２月１１日） 

          伊藤容子君（１２月１６日） 

          安居秀泰君（１２月１８日） 

          石原成郎君（１２月１８日） 

 

結婚記念日  井上君ご夫妻（１２月９日） 

 

入会記念日  福尾伸哉君（２０２１年１２月２日）  

          上田勝之君（２０１２年１２月１３日）      

 

 

理事会報告（2022.12.1）                          

１．例会会場費の発生の件 

    交渉をする 

２．エフエム彦根番組の件 

    継続審議とする 

    

次回例会案内（2022.12.15） 

    例会       １８：００～ 

    年忘れ家族会 １８：３０～ 

                    於．料亭旅館やす井 



出席報告 

他クラブプログラム予定 

 食に携わる仕事をさてせ頂いている中で、季節の旬とい

うのを皆さんに楽しんで頂くことを一番に考えています。今

一部の野菜を除き、農業技術が進み「ハウスもの」全盛の

昨今、ほとんどの野菜はいつでもスーパーの棚に並んで

います。一昔前はどんな野菜もとれる季節が決まっていて

旬というものを楽しんでいました。季節の野菜を心待ちに

していたので、いつどんな物が旨いのか、皆よく知ってい

ました。「旬のものを食べると三日長生きする」とか「初物を

食べると７５日長生きする」と昔はよく言われていました。桜

鯛、桜鱒、桜海老や寒ブリなど旬の物をその季節の風情

にたとえるところは日本らしいところだと思います。そして

春は白魚やホタルイカ、蛸、夏は鱧や鮎、順才、秋はカマ

スやマナガツオ、松茸、冬はカニやふぐ、蕪など名前を耳

にしただけでソワソワと気持が浮き

立ってくるのは不思議なものです。 

 

 

前回例会報告 

 会長の時間では、冒頭、先週の移動例会への参加に対

しお礼をされ、子どもたちとSDGｓのボードゲームをやった

わけだが、もう一度、メンバーでしっかりと勉強しても良い

のかなと感じた。子どもたちは子どもたちなりに頑張ってい

ただいた。城東小学校では、玄関入って、左に曲がると体

育館へ行くロケーションだったが、その途中にロータリー

が寄贈した「環境保全四つのテスト」のパネルが掛かって

いた。５０周年の記念事業で行ったもので市内小学校１７

校、中学校７校、公民館８か所、市役所、文化プラザ、市

立病院に寄贈し、また、文化プラザは屋外で劣化してい

たので、大舘会長の時に修繕した。当時そのパネルを例

会で皆さんが唱和した。「これは彦根市の環境像（長期目

標）、自然と歴史をいかし、恵み豊かな環境をはぐくむま

ち彦根」として、その「環境保全四つのテスト」のパネルを

作成した。ロータリークラブ「四つのテスト」から着想して作

成した。『「美しい緑の木々を大切にしていますか」「電気

のむだづかいをしないようにしていますか」「水のむだづか

いをしないようにしていますか」「びわ湖が美しくなるように

していますか」心がけよう４つのテスト 彦根ロータリークラ

ブ』と記載したパネル（こちらは小学校用の文面）を寄贈し

た。当時、月初めにこの環境保全四つのテストを唱和した

こともあったが、本日改めて「四つのテスト」を唱和したが、

そのパネルを新たに作成しても良いのかなと感じた、と話

されました。  

 また、米山奨学生のウニルさんのスピーチがあり、今日

から急に寒くなったが、私の故郷ではマイナス２０度くらい

になって、雪も降り始めたと聞いている。私は１２月１０日

東京で行われる日中社会学会で研究発表を行うので、そ

の準備で忙しく過ごしている、と話されました。 

 引き続き、年次総会が開催され、役員及び理事の選挙

が執行されました。会員数５０名中３３名の出席で定足数

を満たし総会は成立、指名委員会委員長の青木君より選

任された理事役員候補者について報告がなされ、投票と

なりました。立会人代表の中川君から投票結果が報告さ

れ、全候補者が信任されました。直ちに

別室にて仮理事会が開催されました。 

 次年度会長の渡邊僖子君より理事の担

当とＳＡＡの発表がありました。次年度の

役員・理事は以下の通りです。 

 

 〈２０２３～２０２４年度役員・理事〉 

   会 長            渡邊 僖子 

   会長ノミニー        田井中 徹 

   副会長           大舘 康伸 

   幹 事            松田 充弘 

   会 計            澤田 和重 

   直前会長          細江 正人 

   理事（会員組織）     本登 忠雄   

   理事（公共イメージ）   佐々木 治郎 

   理事（クラブ管理運営）  鈴木 大祐 

   理事（奉仕プロジェクト） 青木 竺峰 

   理事（財団・奨学金）   本庄 秀樹 

   ＳＡＡ            宮川 基司 

お客さま 

ウニルさん（米山奨学生） 

ニコニコ箱 

（本日計 52,000円・累計 853,000円） 

私ごとですが、人生最大級の幸せ舞い込んできました。 

  初孫３８８５グラムの大きな男の子誕生、感謝です 

  …小島君   

父の葬儀に際しましてご香典、ご供花を賜り誠にありがとう 

  ございました…和田君 

本日総会よろしくお願いします… 青木君 

メジャードナー午餐会に出席させていただいて…大森君 

大森修太郎君、メジャードナー受賞おめでとうございます 

  …細江君 

こも巻きや 重ね着増える 霜の朝…正村君 

コロナ感染いたしまして多大なご迷惑とご心配をお掛けし 

  ました。皆様の温かいメッセージにより無事復帰するこ 

  とができました。ありがとうございます…今村君  

妻の誕生日を祝っていただいて…川口君 

結婚記念日のお祝いをして頂きありがとうございます。 

  また、ウニルさんようこそ！！本日より師走。心落ち着 

  いて行動するよう心掛けたいと思います…伊藤君 

入会記念日を祝っていただいて…西村君 

遅刻しました。すみません…松田君 

お先に失礼します…石原君 

会報・広報雑誌委員会  ／  那須賢司  浅山禎信  上西信昭  川口昌弘 

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 

１２月 ９日(金) 長浜東ＲＣ 「文明の生態史観について 」       

１２月１２日(月) 長   浜ＲＣ 「休会」      

１２月１２日(月) 五 ・ 能ＲＣ 「年次総会」       

１２月１３日(火) 彦根南ＲＣ 「９日に変更」                

 会員数 当日出席 ﾒｰｷｬｯﾌﾟ 出席率（％) 

１２月 １日 ５０（１０） ３４（５） ０ ７５．５６ 

１１月１７日 ５０（１０） ３２（６） ０  

料理屋の独り言            宮川基司              


