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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 92名）
　出席会員数107名　出席率 93．04％ （107名／115名）
※7月16日㈫のMake-up後の出席率 100％ （119名／119名）
◦お客様
　梅原　克彦氏（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）
 計１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 「平成から
令和への生保業界事情」福田 義彦君・「ホテル業界に
ついて」松本 伸夫君

28日㈬ 八日市南休会×

29日㈭ 湖南RC休会〇

30日㈮ 長浜東RC休会〇 ／東近江RC変更×／守山RC休会×

31日㈯
９月１日㈰
２日㈪

３日㈫

大津RC例会（3514回）　9月定例理事・役員会 11：00
～ 於 琵琶湖ホテル3階「ホワイト」／広報雑誌委員会
担当例会「大津市企業局・大津市議会の広報戦略」大
津市企業局 企業総務部 企業総務課 経営戦略室 主査 
仁志出 彰子氏・大津市議会 議事調査課 調査係 主査 
鎌田 千恵氏／親睦活動委員会事業「会員交流会」 
18：00～20：00　於 京懐石「竹茂楼」／長浜北RC変
更×

４日㈬
５日㈭ びわ湖八幡RC変更〇

６日㈮

７日㈯

2019-20年度 RI2650地区 第1組 インターシティミー
ティング「新会員セミナー」10：00～・「開会式典」
13：00～ 於 栗東芸術文化会館 さきら・「懇親会」
17：50～ 於 ホテルボストンプラザ草津

８日㈰ 大津RAC9月第1例会「アクトの日」9：30～16：10 於 
イオンタウン彦根

９日㈪

10日㈫
大津RC例会（3515回）　例会運営委員会担当例会ゲス
トスピーチ ビジネスインキュベーション講座「介護
旅行について」大津商業高等学校教諭 松木 洋之様・
奥坂 美紀様

○印は平常通り受付、×印はビジター受付なし

第3512回例会　2019．8．20
　▶食事・自由懇談
12：30　点鐘・開会
　▶ロータリーソング「それでこそロータリー」
　▶四つのテスト
　▶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
　▶例会運営委員会担当例会ゲストスピーチ
　　「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
　▶ニコニコ箱の発表
13：30　閉会・点鐘

第2650地区
大津ロータリークラブ 週報　
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「令和の夏」松山　延寿会員



広報雑誌委員会　委員長　中村　　智
　この度広報雑誌委員長を担当することになりました。
　当委員会の主な活動内容は、前年度の活動を取り纏めた
年報の作成と外部への窓口としてのホームページの更新及
び管理、そして今年度においては会員名簿の更新年度と成
ります。
　どれにおいても当大津ロータリークラブの事を多くの人
の目に触れる形にする仕事です。�
　特に年報は後年に残る資料としての意味合いもあり、且
つその年度に当クラブで活動されていた方の思い出の冊子
にも成るものです。
　私自身も後年読み返した時に当年報の作成に携われたこ
とを誇りに思えるような、そんな仕事ができれば良いなと
思います。
　また会員名簿は私のように会員の方のお名前を聞いただ
けでは顔が浮かんでこない人間にとって大変ありがたいも
のです。できる限り早い内に正確な記載のものを会員の皆
さんにお配りする事のできるよう努力して行きたいと思い
ます。

広報雑誌委員長を
� 拝命して

ロータリー情報委員会　委員長　佐藤　祐子
　歴史と伝統ある当クラブへ入会される方へのインフォ

メーションは大変重要な役目であると認識しております。

新たに変化するロータリーの価値観に加え、私自身がまだ

ロータリーの本質を理解できていないこともありますので

さらに学びを深め、新入会員の方々にロータリークラブの

意義目的をしっかりとお伝え出来ますよう努力して参りま

す。今期も上期・下期２回の情報集会を予定しています。

皆さんの親睦とロータリーライフの意義が分かち合える実

りある集会にしたいと思います。

　大役を仰せつかりましたが皆様にご迷惑をお掛けしない

よう頑張りますので、どうぞご指導ご協力のほどよろしく

お願いいたします。

ロータリー情報
� 委員長を拝命して

幹　事　報　告
▪大津ロータリークラブからの連絡事項
　・８月６日㈫開催の定例理事・役員会承認事項
　　①新年度懇親会並びに新入会員歓迎会事業報告の件
　　②上期出席率100％優秀会員表彰事業報告の件
　　③例会運営委員会事業報告の件
　　④「琵琶湖の食文化と自然体験」青少年奉仕事業報告

の件
　　⑤次年度理事指名委員会設置の件
　　⑥新入会員候補者の件
　　⑦県下RC合同親睦ゴルフ大会の補助金の件
　　⑧例会運営委員会８月20日例会事業計画（修正）の件
　　⑨例会運営委員会８月27日例会事業計画（修正）の件
　　⑩例会運営委員会事業計画の件
　　⑪広報雑誌委員会事業計画（担当例会）の件
　　⑫米山奨学委員会事業計画（担当例会）の件
　　⑬社会奉仕委員会事業計画（ノーカー例会）の件
　　⑭ロータリー財団委員会事業計画（担当例会）の件
　　⑮職業奉仕委員会事業計画（事業所見学）の件
　　⑯ロータリー情報委員会事業計画（上期情報集会）
　　　の件

▪各種会議・行事出席報告
　・８月７日㈬市内４RC合同奉仕事業「SRC」実行委員

会が、あみ定で開催され、内田健一郎社会奉仕委員
長が出席されました。

　・８月10日㈯�14：00～16：00 〈滋賀ブロック〉 クラブ
米山奨学委員長会議が滋賀大学�大津サテライトプラ
ザにて開催され、曽根久統米山奨学委員長が出席さ
れました。

　・８月10日㈯�18：00～「第31回佐竹力總ガバナー杯野
球大会」の抽選会・説明会が京都ホテルオークラに
て開催され、福島行宏君、井上伸一君が出席されま
した。

　・８月11日㈰�13：30～16：30第１回社会奉仕委員長会
議がリーガロイヤルホテル京都にて開催され、内田
健一郎社会奉仕委員長が出席されました。

▪第2650地区等からの連絡及び通知事項
　・台中ロータリークラブ様より、65周年記念事業の中

止の案内が届いております。
　・児童養護施設湘南学園様から、７月20日に開催しま

した「琵琶湖の食文化と自然体験」に招待を受けた
事に対するお礼状が届いております。参加された子
どもたちからのメッセージも届いております。



クラブ会報委員会　委員長　服部起久央
　今年度会長の磯田さんから突然にお電話をいただき、次
年度ロータリーの委員長をやってくれないかとの由。ゴル
フのプレー中であったことと、また、入会の際にも先輩の
方々からロータリーで役を頼まれたら「はい、喜んで」と
受けるもんやと言われていたこともあり、「はい、承知い
たしました」と軽く返事をしてしまいました。ホールアウ
トした後、何の委員長って言っておられたのかをよくよく
考えてみたら、たしかクラブ会報委員会って言っておられ
たけど、クラブ会報委員会って毎週週報を発刊する委員会
であると気づいた時は後の祭りでした。
　元来、写真を撮るのが苦手で、いつも女房から「パパは
写真を撮るのが下手だ」といつも馬鹿にされており、週報
の委員会だけはなるべく避けたいと思っておりました。で
も、人生って皮肉なものですね。これも一つの試練と考
え、一年間ベストを尽くして役職を全うしたいと考えます
ので、委員会メンバーをはじめ、会員の皆様のご協力をお
願い申し上げます。

クラブ会報委員長？
えっ！

例会運営委員会　委員長　川戸　良幸
　2019-2020年度磯田会長の運営方針の下、「明るく、楽し
く」…友情という絆でつながれる例会運営に努めたいと思
います。
　目的達成に向け、「例会での出逢いを通して、人脈とネッ
トワークを築き上げ、出席は、心の交わり。出席は、喜び
の出逢い。そして、例会は、人をつくる為。例会なくして
交わりなし」を磯田会長より頂きましたモットーとして、
楽しみながら教養を深め友情が培われる例会運営に心がけ
たいと思います。
　そこで、「会員スピーチ」の機会を、「奉仕される人々よ
り奉仕する人々の方が、はるかに大きな喜びと感動が経験
できる場」となる様に例会運営委員一丸で推進したく思い
ます。つきましては、皆様からの「会員スピーチ」へのお
申し出を多くお寄せいただきます様にお願い申し上げます。
　最後になりましたが、私たち例会運営活動へのご理解と
例会の充実に向けて皆様のご支援とご協力をよろしくお願
い申し上げます。

例会運営委員会
� 委員長を拝命して

米山奨学委員会　委員長　曽根　久統

〈滋賀ブロック〉
クラブ米山奨学委員長会議に
参加して

　８月10日㈯14時から、滋賀ブロック　米山奨学委員長会議が、滋賀大学　大津
サテライトプラザにて開催されました。滋賀県下のクラブから米山奨学委員長が集う中、地区米山奨学委員の下川和馬
委員長は日時を間違え、滋賀ではなく福井に行かれて、地区委員長不在でおこなわれました。また、上映を予定してい
たDVDも委員長が持っていると聞くと会場に笑いが起こり、皆の緊張もとれ和やかなムードで会議が進みました。やは
り議題は、中国出身の奨学生が増えていること、またお世話クラブが中国出身の奨学生を世話することを懸念している
ことでした。奨学生なのにお金持ちという考え方は、未だに中国を日本より軽視しているからではないか、選ばれて来
た彼らは礼儀正しいし、勉学も励む、旅行気分できたヨーロッパの学生より良いのでは、という意見がありました。ど
この国の出身でも、奨学金を有意義に使い、自国に帰り、日本との友好、平和の架け橋になっていただきたい、その為
にはクラブの理解が必要で、カウンセラーの役割が大変重要だと意見がまとまり閉会いたしました。

社会奉仕委員会　委員長　内田健一郎

「2019-20年度第一回社会奉仕委員長会議」に出席して

　８月11日リーガロイヤルホテル京都に於いて表記の会議が行われましたので参加してまいりました。第一部として特
定非営利活動法人　西成チャイルド・ケア・センターの代表理事である川辺康子氏の講演がありました。テーマは「地



今週の写真【令和の夏】
令和最初の夏に感謝。
残暑お見舞い申し上げます。

域みんなで子育て、子育ち応援」で、地道に西成でのこども食堂を中心に様々な活動を紹介されました。単に食事を提
供するという問題ではなく子供一人一人の家庭の背景が違うので複雑で大変難しい問題を抱えておられるのが解りまし
た。多くの企業やロータリークラブ等からの援助で運営されてるとの事ですが、ここまで根付くのに大変時間がかかっ
たし、これからも長い目で応援頂きたいとの事でした。第二部は５ロータリークラブの昨年の社会奉仕活動の報告を行い、
最後に地区社会奉仕委員
会担当諮問委員でおられ
る河本パストガバナーの
講評で締めくくりました。
猛暑の中ではありますが
大変有意義な話を聞かせ
て頂きました。ありがと
うございました。

訃　報
会員 小林洋之君のご母堂様は病気療養中でありました
が、薬石効なく8月2日㈮ご逝去されました。（享年84歳）
茲に謹んでご冥福をお祈り申し上げます。
尚、告別式は8月4日㈰に執り行われました。

▼
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■ニコニコ箱
・滋賀県事業引継ぎ支援センター�梅原様、スピーチありがとうござ
います� 磯田　隆雄君　今井　正人君　前田　省三君
・梅原　克彦様、ゲストスピーチ有難うございます� 八幡　知行君
・梅原さん、ゲストスピーチありがとうございます� 大道　良夫君
・梅原　克彦様、本日はスピーチありがとうございました
� 七黒　勝士君
・梅原　克彦様、本日はスピーチありがとうございました
� 山本　勝義君
・大津商工会議所�梅原　克彦様、ゲストスピーチありがとうござい
ました� 山本　　彰君　杉野　善彦君

・会員増強委員会、担当例会ありがとうございます� 川戸　良幸君
・梅原さん、ゲストスピーチありがとうございました� 中堀　敏信君
・梅原さん、例会スピーチありがとうございます� 近藤　久人君
・本日の講師、梅原様に感謝して� 木村　　禎君
・梅原　克彦様、例会スピーチありがとうございます� 森上　和昌君
・大津商工会議所�梅原さま、貴重なお話ありがとうございました
� 船谷　昭夫君
・大津商工会議所�梅原様、例会スピーチありがとうございます
� 𠮷田　和行君
・大津商工会議所�梅原様、本日は有難うございました� 高木　　浩君
・梅原様のスピーチ、勉強になりました� 村田　健二君
・梅原様、スピーチありがとうございます� 塚本　忠雄君
・梅原様、貴重なお話しありがとうございました� 鈴木　竜哉君
・大津商工会議所�梅原　克彦様、スピーチありがとうございました
� 芝田　冬樹君

・梅原さん、スピーチありがとうございます� 中山　雅文君
・梅原様、スピーチありがとうございました� 城　　　務君
・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　
克彦様、本日は貴重なお話しありがとうございました
� 中村　智禄君
・大津商工会議所�梅原様、スピーチありがとうございます
� 小野　弘嗣君
・大津商工会議所�梅原様、スピーチありがとうございました
� 福田　義彦君
・梅原様、ご講話ありがとうございました� 板倉　一浩君
・大津商工会�梅原様、ゲストスピーチありがとうございます
� 水野　清治君
・梅原様、貴重な卓話をありがとうございました！� 小林　　弘君
・大津商工会議所�梅原　克彦様、本日はありがとうございました
� 人見　能暢君
・梅原様、スピーチありがとうございました� 木村　　篤君
・梅原様、ゲストスピーチありがとうございます� 山田　英樹君
・梅原様、本日のご講話有難うございます� 宇野　晴久君
・梅原様、本日はありがとうございました� 深尾　雅章君
・８月４日日曜日、酷暑の中無事ゴルフラウンド出来ました。健康に
感謝！� 西尾　利二君
・８月８日びわ湖大花火大会、無事終了しますように祈念して
� 川戸　良幸君

・８/８びわこ花火大会の成功を祈念して� 高橋祥二郎君
・猛暑の中、皆様の健康を祈念いたします� 稲見　隆史君
・お誕生日の皆さん、おめでとうございます� 橋本　和正君
・お誕生日の皆さま、おめでとうございます� 斎藤　英一君
・お誕生日の皆様、おめでとうございます� 深野　裕一君
・誕生日が来てしまって� 宮川　芳夫君
・誕生日自祝� 大道　良夫君
・誕生日自祝� 服部起久央君
・誕生日を祝って頂き、ありがとうございます� 田邉　伸彦君
・誕生日お祝い頂きまして、有難うございます� 太田　尚典君
・妻の誕生日を祝っていただいて� 磯田　隆雄君
・妻の誕生日を祝って頂き、ありがとうございます� 木村　　隆君
・妻の誕生日を祝っていただき、ありがとうございます
� 西居　基晴君
・妻の誕生日を祝って頂き、ありがとうございます� 財津　敏幸君
・妻の誕生日祝いありがとうございました� 山本　浩司君
・妻の誕生日をお祝い頂いて� 田中　　満君
〈追弔〉
・母の葬儀に際し、あたたかいお心遣いをいただき、誠にありがとう
ございました� 小林　洋之君
� 小　　計　53件　97,000円　

� （本年度累計　450件　844,000円）

国際ロータリー為替レート　2019年8月
1ドル＝108円
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チョッと一言
総ての会員が、総ての会員を観察しています。しっかりと自分の
進む道を歩んで下さい。みんな観てます。鋭い目で。
� 藤井　節治


