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「明るく、楽しく」…友情という絆でつながっている
会長  磯田 隆雄
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◆前回の例会報告◆
◦出席報告
　名誉会員 1名　正会員数 119名
　出席規定適用除外会員数　21名（内 出席者数 16名）
　出席規定適用会員数　　　98名（内 出席者数 92名）
　出席会員数108名　出席率 94．73％ （108名／114名）
※6月25日㈫のMake-up後の出席率 100％ （120名／120名）
◦お客様
　笹田　昌孝氏（びわ湖大津プロバスクラブ　会長）
　香川　晃一氏（びわ湖大津プロバスクラブ　幹事） 計２名

2019年 ロータリーカレンダー
７月24日㈬

25日㈭
大津RAC7月第2例会「湖フェスに向けて例会」19：30
～21：00 於 大津市旧大津公会堂／湖南RC休会〇／
栗東RC変更×／草津RC変更×

26日㈮ 大津中央RC変更〇／長浜東RC休会×
27日㈯

28日㈰ ロータリー・リーダーシップ研究会（RLI)第2650地区
RLIパートⅠ研修会 9：45～16：30　於 京都文教学園

29日㈪

30日㈫
大津RC例会（3510回）　例会運営委員会担当例会 「例
会の充実！楽しい例会運営について」例会運営委員会
委員の参加によるパネルディスカッション／彦根南
RC休会×／長浜北RC休会×

31日㈬ 大津東RC休会×／高島RC休会×／近江八幡RC休会
×／八日市南RC休会×

８月１日㈭ 大津西RC変更〇／草津RC変更×
２日㈮

３日㈯ 地区ロータリー財団セミナー 13：00～17：00　於 立
命館大学 朱雀キャンパス 5階大講義室

４日㈰
大津RAC8月第1例会「ビアガーデン例会」例会 11：30
～ 懇親会12：00～13：30 於 びわ湖大津プリンスホ 
テル

５日㈪ 長浜RC変更〇

６日㈫

大津RC例会（3511回）　8月定例理事・役員会 11：00
～ 琵琶湖ホテル3階「グリーン」／会員増強委員会担
当例会「企業の事業継承と会員増強」大津商工会議所 
滋賀県事業引継ぎ支援センター 統括責任者 梅原 克彦
氏／彦根南RC変更〇

７日㈬ 大津東RC変更×／八日市南RC変更×
８日㈭ 大津西RC変更〇／草津RC休会×
９日㈮ 大津中央RC変更×

10日㈯
〈滋賀ブロック〉クラブ米山奨学委員長会議 14：00～
16：00　於 滋賀大学大津サテライトプラザ／「第31回 
佐竹力總ガバナー杯野球大会」抽選会・説明会 18：00
～ 於 京都ホテルオークラ

11日㈰ 2019-20年度第1回社会奉仕委員長会議 13：00～16：30　
於 リーガロイヤルホテル京都 2階「朱雀の間」

12日㈪ 事務局閉局（夏季休暇）（～14日迄）
13日㈫ 大津RC休会　彦根南RC休会×／長浜北RC休会×

○印は平常通り受付、×印はビジター受付なし

第3509回例会　2019．7．23
　▶食事・自由懇談
12：30　点鐘・開会
　▶ロータリーソング「大津ロータリーの歌」
　▶ご来客の紹介
　▶今週のお誕生祝い

　▶バースデイソング
　▶会長の時間
　▶新入会員入会式
　　稲見　隆史君（銀行）
　　　推薦者：宮崎　君武君　河本　英典君
　　深尾　雅章君（鉄道運輸）
　　　推薦者：芝野桂太郎君　山本　勝義君
　▶幹事報告
　▶委員会報告
　▶ガバナーアドレス
　　国際ロータリー第2650地区　佐竹　力總ガバナー
　▶ニコニコ箱の発表
13：30　閉会・点鐘

幹　事　報　告
▪大津ロータリークラブからの連絡事項
　・７月９日㈫書面による臨時理事会にて以下の議案が承認されま

した。
　　①新入会員 橋本和正君の所属委員会を親睦活動委員会、カウン

セラーを河本英典君とする件
　　②新入会員推薦の件
　・７月16日㈫書面による臨時理事会にて以下の議案が承認されま

した。
　　①新入会員 稲見隆史君の所属委員会を親睦活動委員会、カウン

セラーを河本英典君とする件
▪各種会議・行事出席報告
　・７月16日㈫第４回クラブ協議会（山田ガバナー補佐）が開催さ

れ、62名の出席がありました。
　・７月18日㈭びわ湖大津プロバスクラブ第14回例会が、ホテルテ

トラ大津・京都にて開催され、磯田会長、山本会長エレクト、
藤井節治君、井上和正君、中村智禄君、幹事今井が出席しました。

　・７月20日㈯びわ湖の食文化と自然体験（青少年奉仕事業）が、オー
パルオプテックスにて開催され、磯田会長はじめ17名のメン
バー、一般参加44名、養護施設等から32名が参加されました。

　・７月20日㈯「会員増強・公共イメージ向上セミナー」が、滋賀
県立芸術劇場びわ湖ホールにて開催され、中村智広報雑誌委員
長と山田英樹会員増強副委員長が出席されました。
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国際ロータリー第2650地区　2019-20年度ガバナーご経歴
御　氏　名　佐

さ た け

竹　力
りきふさ

總
所属クラブ　京都ロータリークラブ
生 年 月 日　1946年12月22日生
最 終 学 歴　1970年３月　立命館大学　法学部　卒業
職　　　業　株式会社美濃吉 代表取締役社長（10代目当主）
職 業 分 類　日本料理

佐竹力總ガバナーをお迎えして 会　長　磯田　隆雄
　本日は、国際ロータリー第2650地区佐竹力總ガバナーをお迎えして、ガバナー公式訪問例会です。
　佐竹力總ガバナー、山田督ガバナー補佐、澤田明廣地区幹事長ようこそお越しくださいました。大津ロータリー
クラブ会員一同こころより歓迎申し上げます。
　私ども大津ロータリークラブは、1950年（昭和25年）12月19日佐竹ガバナーの所属されている京都ロータリークラ
ブをスポンサークラブとして創立し、69年目を迎えます。
　私は、本年 M. D. マローニー RI会長のテーマ「ロータリーは、世界をつなぐ」佐竹力總 国際ロータリー2650地区
ガバナーのテーマ「伝統と革新　世界は一つ」　それぞれがロータリーの基本理念・魅力・アイデンティティーを見
据えて、一人ひとりが自らできることを始めましょう。生きがいや楽しさなど目的を見出していただき、自分を成
長させるためにロータリーをエンジョイしていただくことを切望します。とのメッセージから、大津ロータリ―ク
ラブの本年度のテーマを「明るく、楽しく…友情という絆でつながっている」としました。
　本日は、有意義な、楽しい１日になるようご指導のほどよろしくお願い申し上げます。

佐竹 力總ガバナー公式訪問例会 日時：７月23日㈫　12：00～13：30
場所：琵琶湖ホテル 3階「瑠璃」

ガバナー補佐　山田　　督
　７月16日の例会終了後、クラブ協議会が開催されました。河本パストガバナーにも出席
願い、磯田会長以下今年度役員・幹事・委員長の他に、入会３年未満のメンバーも参加し、
総勢60名を超える盛大かつ活発な協議会となりました。
　ご承知の様に、従来は公式訪問時にガバナーが直接出席してこの協議会が開催されてい
ましたが、今年度より小職が出席して予め論点を整理させて頂いた上で、本番の役員懇談
会に臨んで貰うという形に変更となりました。

　当日は、会長が進行役で順次ご発言を頂いた後、小職から随時意見・要望を述べさせて貰いました。席上頂いたご質問・
ご要望を大胆に集約すれば以下の３点になるかと思います。
　一つ目は、「メークアップの変更」や「例会の弾力化」など、最近のRIの動きはクラブの存在価値そのものを揺るがし
兼ねないがガバナーの本音を伺いたい。
　二つ目は、ロータリー財団の継続事業「３年ルール」が分かりにくい。又、補助
金申請の期限や地区の審査期間などの改善を望む。
　三つ目は「職業奉仕」の理念や対応の仕方に少し混乱がある様だが、ガバナーは
どうお考えか？
　これら３点を中心に、公式訪問時に活発な議論が交わされることを期待します。
　一方、小職からは若手・女性会員の増強、「中期戦略計画」の作成、ガバナー賞へ
の挑戦及び奉仕事業へのメンバー参加率の向上などをお願いしました。当日はお役
目優先で心を鬼にして発言させて貰いました。少しでも参考となり、順調に船出し
た磯田丸の一助になれば幸いです。 以上

第４回クラブ協議会開催される



鈴木　竜哉（証券業）

大津ロータリークラブに入会して

　この度は歴史ある大津ロータリークラブへ入会させて頂き、誠にありがとうございます。
　私の会社員人生の中で、３度目のロータリー活動を迎える事になりましたが、改めて「奉仕の理想」と向き合い、大
津の発展に微力ながら貢献したいと考えております。
　2020年は大津ロータリークラブが創立70周年、また日本に初めてロータリークラブが設立されてから100年の節目を迎
えると聞いております。記念すべき2020年に備え、会員の皆さまと懇親を深め、ロータリーを楽しみたいと考えております。
　どうぞ宜しくお願い致します。 （みずほ証券株式会社　大津支店　支店長）

■ニコニコ箱
・大津RCのみなさまのお蔭でびわ湖大津プロバスクラブ

は明るく一周年を迎えました 笹田　昌孝君
・びわ湖大津プロバスクラブ 笹田会長、香川幹事、本日は、

ようこそ
 磯田　隆雄君　今井　正人君　前田　省三君
・プロバスクラブ 笹田会長、香川幹事、ようこそ大津ロー

タリーへ 大道　良夫君

・笹田会長・香川幹事を歓迎して 山田　　督君
・びわ湖大津プロバスクラブ 笹田会長、香川幹事さん、

ようこそいらっしゃいました 井上　和正君
・笹田会長、香川幹事、ようこそ本日はお越し下さいまし

た。いつも主人がお世話になっておりまして、誠に有難
うございます 和田　知子君

・びわ湖大津プロバスクラブ記念公開講演会の成功を願っ
て 村田　健二君

職業奉仕委員会　委員長　坂口　昌弘

クラブ職業奉仕担当者研修会に参加して

　当日は、息子の高校野球の第101回全国高等学校野球選手権京都大会
の３回戦の応援に行きたかったのですが、職業奉仕理事という大役を
拝命しておりますので真面目に地区事業に参加してまいりました。研
修事業には、佐竹ガバナーはじめ約130名の方が参加されていました。

　２部構成になっており、最初はクラブ職業奉仕活動の実践事例発表があり、３クラブの事例紹介がありました。その後、
「A. F. シェルドンとロータリーの第２標語」、そして、「奉仕の理念と職業奉仕　～ロータリーの公式文書から考える～」
というテーマのもと講話がありました。難しいテーマではありましたが、分かりやすく説明いただけたと思います。あ
る意味、少し理解が出来たからこそ職業奉仕という迷路に迷い込んだような気がします。本年度、すでに職業奉仕委員
会の事業及び予算を決定していますが、このような研修に事前に参加していたら、少し事業の組み立てを替えることが
出来たような気がします。これを期に、更に研鑽を積んで参りたいと思います。
P. S.  この原稿が週報に記載される頃まで、勝ち残っているかどうかは分かりませんが、本日無事３回戦を勝ち上がるこ

とができました。感謝！！

日時：7月15日（月・祝）13：00～16：30
場所：メルパルク京都



今週の写真【青い花瓶】
物想い読書に耽りつつふと目をやるとそこにある
青の深み。図書室での一枚。

・びわ湖大津プロバスクラブ 会長笹田様、幹事香川様、
ようこそ大津ロータリークラブへお越し下さいました。
歓迎！ 中村　智禄君

・本日、伝統ある大津RCに入会させて頂きました。今後
共宜しくお願い申し上げます 橋本　和正君

・橋本　和正くん、本日は入会おめでとうございます
 磯田　隆雄君　今井　正人君　前田　省三君
・橋本さんの入会を祝して 宮崎　君武君
・橋本　和正さんのご入会を祝して 遠藤仁兵衛君
・橋本　和正さんの入会をお祝いして 德田　定弘君
・橋本　和正君の入会を祝して 二橋　昭夫君
・橋本　和正さんの入会を祝って 松平　智康君
・橋本　和正さんのご入会を祝して 大道　良夫君
・橋本　和正君の入会を祝して
 山本　　彰君　井門　一美君
・橋本さんのご入会を祝して 井上　和正君
・橋本さんの入会をお祝して
 山本　勝義君　七黒　勝士君
・橋本　和正さんの入会を祝して
 寺田　利彦君　佐藤　祐子君
・橋本　和正君、ようこそ大津ロータリークラブへ
 杉野　善彦君
・橋本　和正さん、ご入会おめでとうございます。よろし

くお願い致します 川戸　良幸君
・橋本様、御入会おめでとうございます。よろしくお願い

します 川辺　惠子君
・橋本　和正さんの入会を祝して 中堀　敏信君
・橋本さん、ご入会おめでとうございます 近藤　久人君
・橋本　和正さん、よろしくお願いします 齊藤　壽一君
・橋本　和正様のご入会を祝して 牧　　春彦君
・橋本　和正様のご入会を心より歓迎させて頂きます
 中井　　正君
・橋本　和正君の入会を祝して、ロータリー生活を楽しん

で下さい 木村　　禎君
・橋本　和正さんの入会を祝して 斎藤　英一君
・橋本　和正さんのご入会を祝して 畑野　　宏君
・橋本　和正様、新入会おめでとうございます
 森上　和昌君
・橋本　和正さんのご入会を祝して 船谷　昭夫君
・橋本様、ご入会おめでとうございます 保田　　亨君
・橋本さん、ご入会おめでとうございます 連　　清春君
・橋本さんの入会を祝して 深野　裕一君
・橋本　和正様、ご入会おめでとうございます
 小林　洋之君
・橋本さんの大津RCへの入会を祝して 𠮷田　和行君
・橋本　和正様、大津RCご入会誠におめでとうございま

す。今後共宜しくお願い致します 和田　知子君
・橋本　和正君のご入会を祝して 村田　健二君
・祝！入会、橋本　和正さん。親睦活動委員会での活躍に

期待します 奥村　利樹君
・橋本様、ご入会おめでとうございます 岡井　克之君
・橋本　和正さん、ご入会おめでとうございます
 芝田　冬樹君
・橋本　和正君の入会を祝して 福島　行宏君
・橋本　和正さんの入会を祝して！ 中村　智禄君
・橋本　和正さん、入会おめでとうございます
 西居　基晴君
・橋本　和正さん、ご入会おめでとうございます
 小野　弘嗣君
・橋本様、ご入会おめでとうございます 田邉　伸彦君
・橋本様、ご入会おめでとうございます。宜しくお願い致

します 板倉　一浩君
・橋本　和正さん、ようこそ大津ロータリークラブへ
 水野　清治君
・橋本　和正さん、入会おめでとうございます。よろしく

お願いいたします 松本　伸夫君
・橋本さん、大津RCご入会おめでとうございます。どう

ぞよろしくお願い致します 財津　敏幸君
・橋本　和正様、大津ロータリークラブご入会おめでとう

ございます 人見　能暢君
・橋本様、ご入会おめでとうございます。今後ともよろし

くお願いします 木村　　篤君
・橋本様、ご入会おめでとうございます 松山　延寿君
・橋本さん、ご入会おめでとうございます 草野　　勝君
・橋本様、入会おめでとうございます。どうぞ宜しくお願

いします 大塚　　滋君
・橋本　和正さん、ご入会おめでとうございます
 山田　英樹君
・橋本さん、ご入会おめでとうございます 太田　尚典君
・橋本　和正様、大津RCへのご入会おめでとうございま

す 宇野　晴久君
・橋本さんのご入会を祝して 山本　浩司君
・橋本様　ご入会おめでとうございます 橋本　真紀君
・橋本さん、大津ロータリーご入会おめでとうございます

 田中　　満君
・本日のクラブ協議会 山田　督ガバナー補佐、ご指導宜

しくお願い申し上げます 山本　勝義君
・本日のクラブ協議会お世話になります 鈴木　竜哉君
・野球部同窓会総会に於いて、磯田会長・芝野総監督に出

席いただいて感謝！！ 寺田　利彦君
・野球部　総会ありがとうございました 福島　行宏君
・琵琶湖汽船・川戸社長、先日はお世話になりました
 磯田　隆雄君
・先週、妻と共に誕生日を祝っていただいて
 塚本　忠雄君
・誕生日、自祝 中山　雅文君
・妻のお誕生日を祝っていただき、ありがとうございます

 吉居　龍治君
 小　　計　77件　107,000円　
 （本年度累計　256件　547,000円）
■ロータリー財団寄付金
準ポールハリスフェロー　
・本日、大津RCに入会させて頂きました
 橋本　和正君（累計　＄100）
 小　　　計　＄100　
 （本年度累計　＄300）
■米山奨学寄附金
米山功労者
・１年間米山奨学寄附金を、宜しくお願い致します
 曽根　久統君（累計　289,000円）
準米山功労者　
・本日、大津RCに入会させて頂きました
 橋本　和正君（累計　12,000円）
 小　　　計　15,000円　
 （本年度累計　35,000円）
■21世紀ファンド寄付金
・本日、大津RCに入会させて頂きました 橋本　和正君
 小　　　計　13,000円　
 （本年度累計　56,000円）

国際ロータリー為替レート　2019年7月
1ドル＝108円

チョッと一言
何回も、何度も退会を考えた自分が、今も思い留まっているのは、
素晴らしい仲間の温い友情のおかげ。難しいことを考える前に友
をつくろう。� 藤井　節治


