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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 121名
　出席規定適用除外会員数　21名（内 出席者数 15名）
　出席規定適用会員数　　100名（内 出席者数 88名）
　出席会員数103名　出席率 89．56％ （103名／115名）
※7月9日㈫のMake-up後の出席率 100％ （118名／118名）

2019年 ロータリーカレンダー
会員増強・新クラブ結成推進月間

８月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×／彦根RC変更〇
９日㈮ 大津中央RC変更×／守山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㈰ 《海の日》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㈪ 《振替休日》

13日㈫ 大津RC休会　彦根南RC休会×／長浜北RC
休会×／野洲RC休会

14日㈬ 大津東RC変更×／近江八幡RC休会×／八日
市南RC休会×／高島RC休会×

15日㈭
大津西RC休会×／湖南RC休会×／栗東RC
休会×／草津RC休会×／びわ湖八幡RC休会
×／彦根RC休会×

16日㈮ 大津中央RC休会×／長浜東RC休会×／東近江RC休
会×

17日㈯
18日㈰
19日㈪

20日㈫

大津RC例会（3512回）　例会運営委員会ゲストスピー
チ「2024年滋賀国民スポーツ大会・全国障害者スポー
ツ大会の開催に向けて」公益財団法人 滋賀県スポー
ツ協会理事長 木村孝一郎氏／俳句同好会 例会終了後
／野洲RC変更×

21日㈬

22日㈭
びわ湖大津プロバスクラブ第15回例会 17：00～18：00　
於 アヤハレークサイドホテル／大津RAC8月第2例会

「ゾーン代表公式訪問例会」19：30～21：00 於 大津市
旧大津公会堂／湖南RC休会〇

23日㈮

24日㈯ ゴルフ同好会8月例会 9：00スタート 於 メイプルヒル
ズゴルフ倶楽部

25日㈰
26日㈪

27日㈫ 大津RC例会（3513回）　新入会員スピーチ 福田 義彦
君・松本 伸夫君

○印は平常通り受付、×印はビジター受付なし

第3511回例会　2019．8．6
　▶食事・自由懇談
12：30　点鐘・開会
　▶国歌斉唱
　▶ロータリーソング「それでこそロータリー」
　▶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
　▶幹事報告
　▶委員会報告
　▶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
　▶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
　・休会のお知らせ�次週８月13日㈫の例会は休会です。
　・事務局閉局のお知らせ
　　８月13日～８月15日�事務局員の夏期休暇により閉局します。
　　８月８日�びわこ花火大会の影響により、午後13時以降は閉局します。
　　＊この間に何かありましたら、幹事今井まで連絡下さい。
　　　（090－2592－2489）
　・市内４C合同事業のSRCロボットコンテストについて、びわ湖放送の

「滋賀創生SOSE編集部」で放送されます。
　　　８月９日㈮�22時30分～23時
　　　８月13日㈫�10時30分～11時（再放送）
▪各種会議・行事出席報告
　・８月３日㈯�地区ロータリー財団セミナーが、立命館大学朱雀キャンパ

スにて開催され、磯田隆雄会長、内田健一郎社会奉仕委員長、杉野善
彦財団委員長と松山延寿副幹事が出席されました。

▪地区等からの連絡事項
　・７月23日㈫�開催のガバナー公式訪問及び懇談会に際し、佐竹力總ガバ

ナーよりお礼状が届きました。
　・第2650地区�地区財団委員長より「2019-20年度地区補助金」の交付決

定通知が届いております。承認事業は「スペースロボットコンテスト
全国大会2019ジャパンオープン」で、交付予定額は13,398ドル（108円
換算で1,446,984円）です。

　・第2650地区ローターアクト委員会より、お知らせと案内が届いており
ます。

　　①ローターアクト「RACニュース」の発刊と配信
　　②９月８日㈰アクトの日における事業の開催
　・８月のロータリーレートは、１ドル＝108円（現行108円）の通知がRI

事務局よりありました。
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「南湖と山々」松山　延寿会員



青少年奉仕理事　新庄　博志
　大津クラブの長きにわたる青少年に対する奉仕に携わる事となり、力不足で緊張しています。中でも、ここ数
年はオーパルオプテックスさんのご協力で、小学生にびわ湖の湖上スポーツと自然体験の機会を作ってまいりま
した。今年は特に、最近食卓に上らなくなった琵琶湖の魚にスポットを当て、子どもたちに川魚を食する機会を
設けようと思っています。元々は親子関係が希薄になった事を憂いた事業でした。最近は学級崩壊や少年事件も
著しく減少している一方で、虐待やネグレクトの報道を見ない日はありません。以前、施設の方から「協力しよ
うと思っておられる方々から、施設の子達にもう少し躾を厳しくしなさいと注意を受けることがあるが、施設の
現場は若い先生ばかりで、どうしても兄姉的な関係になってしまい、大人との接触の無いまま成長してしまう」
とお聞きしたことがあります。
　今年度はロータリアンが持つ父性、母性を青少年やその家族に伝わるような事業が出来ればと思っています。
ローターアクターへの係わりも含め、おじさんロータリアンとして一年間頑張って努めたいと思います。どうぞ
よろしくお願いいたします。

青少年奉仕理事を拝命して

会員増強委員会　委員長　木村　　禎
　本年当委員会委員長を拝命いたしました木村でございます。若輩者ですが、一年間よろしくお願いいたします。
　さて、本年磯田会長の思いは、冒頭の通りでございますが、「友情という絆」の和を少しでも拡げる事が当委
員会の目的に合致するところだと感じております。我々委員会は、会員数120名以上を維持し、75周年に向けて
150名を達成できる様、増加を目指して、大津ロータリーの歴史と伝統のひとつである一業種一業者の考え方に
基づく職業奉仕にもっと魅力を感じ、入会の動機を高く抱いていただける人材の発掘に努めたいと考えておりま
す。会員皆様からの情報を下に、従前の情報の精査と新たな情報の収集に努め、新たな職業分類と、又欠員になっ
ている職業分類にも補充できるよう進めて行きたいと考えます。
　会員皆様方のご協力なくしてはなかなか進められない委員会ですので、いかなる情報でも当委員会メンバーに
お知らせ願えれば幸いです。一年間何卒よろしくお願いいたします。

新年度にあたって「明るく、楽しく」
� 友情という絆…のために

職業分類委員会　委員長　籔本　俊作
　柄にもなく、職業分類委員長を拝命して困っています。
　委員長をせよと言われた時は、会員の職業分類を決めて、その年の新たな職業分類表を作り、新入会員の職業
分類を追認するだけで、気楽な委員会と喜んでいました。
　ところが、現在の定款細則規定と、職業分類実態に大きな矛盾が生じているのではないかと思いこれを解決す
ることは、私だけでは難しいし、これに正面切って問題提起をすることは、今のところためらっています。ここ
は従前の委員会活動を踏襲して恙無く１年間を終えようと思っています。
　ただ、委員会所属のベテラン委員の意見や、過去の委員長経験者の意見もよく聞いて、年度末には納得できる
方向を見つけて、委員会としての考えをまとめたいと思っています。
　１年間会員の皆様には、ご協力よろしくお願いします。

どうする職業分類委員会



会員選考委員会　委員長　田口　孝男
　本年度、会員選考委員長を務めることになりました。会員選考委員会は細則によると会員に推薦された方を個
人的な面から検討をして、その人柄、社会的地位、一般的な適格性を徹底的に調査しなければならないとありま
す。なかなか厳しい役目です。
　どこからか「まず自分のことから調査したらどうや」の声が聞こえそうですが、幸い当委員会には元会長がお
二人おられますので長老のご指導のもと、委員の方々と共に一年間務めたいと思います。よろしくお願い致します。

会員選考委員長を拝命して

例会運営委員会　委員長　川戸　良幸

国際ロータリー第2650地区2019-20年度
ロータリー・リーダーシップ研究会に参加して

　この度、表題の研究会に７月28日に参加して来ました。私のロータリー
歴は、５年未満と浅く、ロータリーについて少し学びたく思い参加させ
ていただきました。
　研修会は、３回に分けてロータリー活動に必要なリーダーシップを培
うため、課題セッションを通して、知識と相互理解を深めることを目的
に実施されています。
　RLIパートⅠとして、
Ⅰリーダーシップの本
質をつかむ・Ⅱ私のロー

タリー世界・Ⅲ倫理と職業奉仕・Ⅳ私たちの財団・Ⅴ会員を引き込む・
Ⅵ奉仕プロジェクトを創造すると、久しぶりに丸一日、学生に戻った気
持ちで緊張した一日を過ごす事が出来ました。
　ロータリー活動の経験を通じて学んで行く事も大切ですが、タイミン
グを見て、研究会で学ぶことも大切な事だと考えることが出来ました。
貴重な機会を頂けました事に感謝申し上げます。ありがとうございます。

橋本　和正（銀行）

大津ロータリークラブに入会させて頂いて

　この度、河本様、宮崎様のご推薦により大津ロータリークラブに入会させて頂きました橋本です。
　来年創立70周年を迎える伝統あるロータリークラブの一員に加えて頂き、光栄であると共に身の引き締まる思いです。
　私は、2014年より滋賀県で仕事をさせて頂いておりましたが、本年４月より滋賀での業務により深く携わることにな
りました。今まで以上に地域社会の発展に取組んで参る所存です。
　私自身のロータリークラブ歴は、約25年前から５年間、高石RC、尼崎RCにお世話になったことがありますが、何せ四
半世紀前のことです。新入会員のオリエンテーションを開催して頂き、大変有難く新鮮でありました。会員の皆様との
ご縁を大切に活動して参る所存でございます。今後共ご指導よろしくお願い申し上げます。
� （株式会社関西みらい銀行　会長）

は じ め ま し て

日時：2019年７月28日㈰
場所：京都文教学園

開会式　挨拶:　カバナー　佐竹　力總氏

課題セッション風景：Ⅰ「リーダーシップの本質をつかむ」セッション風景



今週の写真【南湖と山々】
♪母なる琵琶湖も みどりの山も
共に守らん 大津ロータリー
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■ニコニコ箱
・例会運営委員会、担当例会をさせていただいて、ありがとうござい
ます� 川戸　良幸君
・例会運営委員会さんの楽しいパネルディスカッションありがとうご
ざいます� 磯田　隆雄君　今井　正人君　前田　省三君
・例会運営委員会の皆さんご苦労さまです。１年間よろしくお願いし
ます� 大道　良夫君

・例会運営委員会の皆さん、パネルディスカッションありがとうござ
いました� 七黒　勝士君
・例会運営委員会担当例会、ご苦労様です� 橋本　和正君
・例会運営委員会川戸委員長初め皆様、ありがとうございました
� 山本　勝義君
・例会運営委員会の皆さん、ありがとうございました� 杉野　善彦君
・川戸委員長、木村君、谷君、本日はディスカッション、ご苦労さま
でした� 増田喜代司君
・例会運営委員会の皆様ありがとうございます� 牧　　春彦君
・例会運営委員会の皆様、充実のパネルディスカッションありがとう
ございました� 中井　　正君
・例会運営委員会委員のみなさま、パネルディスカッションありがと
うございます� 森上　和昌君
・川戸さん、木村さん、谷さん、例会運営委員会パネルディスカッショ
ンありがとうございました� 連　　清春君
・例会運営委員会の皆様、パネルディスカッション有難うございます
� 高木　　浩君　中山　雅文君
・例会運営委員会の皆様、お疲れさまでした� 岡井　克之君
・例会運営委員会さま、パネルディスカッションありがとうございま
した� 鈴木　竜哉君
・例会運営委員会の皆様、パネルディスカッションありがとうござい
ました� 芝田　冬樹君
・例会運営委員会川戸委員長、木村　和央副委員長、谷さん、担当例
会ありがとうございました� 中村　智禄君
・例会運営委員会のパネルディスカッション、開いていただきありが
とうございます� 木村　和央君
・例会運営委員会委員のみなさん、ありがとうございました
� 田邉　伸彦君
・例会運営委員会の皆様、ディスカッションありがとうございました
� 人見　能暢君
・例会運営委員会の皆様、ありがとうございます
� 山極　良太君　浜崎　大祐君
・例会運営委員会の皆様、本日のパネルディスカッションご苦労様で
す� 宇野　晴久君
・稲見さん、深尾さん、入会おめでとうございます� 高橋祥二郎君
・米山記念奨学会より感謝状をいただいて感謝� 磯田　隆雄君
・大林さんが思いの外お元気そうで安堵致しました。今週末ご退院さ
れるそうで良かったです� 和田　知子君
・天和は死　いまだ健在　虹架かる� 二橋　昭夫君
・阪田さんのぶっちぎり、アンダー優勝を祝して� 畑野　　宏君

・阪田さん、ゴルフコンペ優勝おめでとうございます� 深野　裕一君
・阪田君、ゴルフ同好会７月例会優勝おめでとう� 西居　基晴君
・今週お誕生日を迎えられた皆様、おめでとうございます
� 斎藤　英一君
・誕生日のみなさん、おめでとうございます� 塚本　忠雄君
・保田様、太田様、河野様、佐藤様、お誕生日おめでとうございます
� 稲見　隆史君
・保田さん、太田さん、河野さん、佐藤さんのお誕生日をお祝いして
� 深尾　雅章君
・誕生日を祝って頂きありがとうございます� 河野　孝宏君
・妻の誕生日をお祝いいただき、ありがとうございます
� 谷　　祐治君
� 小　　計　39件　47,000円　
� （本年度累計　347件　747,000円）
■米山奨学寄附金
米山功労者
・米山記念奨学会より、感謝状をいただいて感謝
� 磯田　隆雄君（累計　476,000円）
� 小　　　計　10,000円　
� （本年度累計　79,000円）
■21世紀ファンド寄付金
・米山記念奨学会より、感謝状をいただいて感謝� 磯田　隆雄君
� 小　　　計　10,000円　
� （本年度累計　107,000円）

国際ロータリー為替レート　2019年8月
1ドル＝108円

チョッと一言
毎日、どこかで食べる昼食。それなら今週もロータリーの例会で
食べよう。
ロータリーの例会って、それで良いのです。� 藤井　節治

例会運営委員会

ロータリー財団委員会　委員長　杉野　善彦

「地区ロータリー財団セミナー」に参加して

　８月３日㈯地区ロータリー財団セミナーが立命館大学朱雀キャンパス大講義室にて行われ、地区から約300名が参加されました。
　大津RCからは河本パストガバナー、山田ガバナー補佐、磯田会長、連地区財団委員はじめ、内田社会奉仕委員長、松山副幹事、
杉野の７名が参加いたしました。
　開会点鐘に続き佐竹ガバナーよりご挨拶のあと、刀根パストガバナー・地区ロータリー財団委員長より、ロータリー財団の最新
情報についてお話があり、なかでも日本のすべてのクラブが「３年連続年次基金寄付ゼロクラブゼロ」を達成したことや、グロー
バル補助金や地区補助金の積極的な活用を促進されました。
　基調講演では、「ポリオ根絶に向けた世界の状況と取り組みついて」の講演が行われました。ポリオは世界中でほぼなくなりつつ
ありますが、パキスタン、アフガニスタンでは増加しており、またポリオウイルスは野生株だけでなくワクチン由来の発生もある
と知り、あらためてその脅威を感じました。
　その後、財団補助金活用の実践例について報告がなされ、ロータリー財団委員会の活動は、世界中の多くの人々に質の高い奉仕
ができることがよくわかりました。
　また地区補助金やグローバル補助金の活用例を聴いていると、私たち一人一人ができることは限りありますが、寄付という行為
を通じて財団に関わり、その補助金を活用して世界中に、奉仕活動「よいこと」を実践できる人たちを送り出すことができる一助
になっていることに誇りを感じました。
　最後に、佐竹ガバナーより「奉仕の心で、ご寄付ご支援をよろしくお願いいたします。」とのごあいさつで閉会いたしました。
　猛暑日ではありましたが、快適な会場で有意義なセミナーに参加させていただき、ありがとうございました。

日時：2019年８月３日㈯
場所：立命館大学　朱雀キャンパス　5階大講義室


