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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

OTSU RC Weekly

◆ 前 回 の 例 会 報 告 ◆
◦出席報告
　名誉会員 1名　正会員数 120名
　出席規定適用除外会員数　22名（内 出席者数 15名）
　出席規定適用会員数　　98名（内 出席者数 94名）
　出席会員数109名　出席率 96．46％ （109名／113名）
※7月30日㈫のMake-up後の出席率 100％ （121名／121名）
◦お客様
　劉　　宗沛君（米山奨学生） 計１名

2019年 ロータリーカレンダー
基本的教育と識字率向上月間／ロータリーの友月間
９月４日㈬
５日㈭ びわ湖八幡RC変更〇／草津RC変更×／彦根RC変更×
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～・「滋賀県下RC
会長会議」10：30～・「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㈰ RI2650地区 2019-20年度「アクトの日」9：30～16：10 
於 イオンタウン彦根駐車場

９日㈪ 長浜RC変更×

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／長浜北RC変更×

11日㈬ 大津東RC休会×
12日㈭
13日㈮ 長浜東変更×
14日㈯

15日㈰ 9/15～9/16　大津RAC第1例会「湖フェス例会」両日
共 9：00～16：00 於 琵琶湖サンシャインビーチ

16日㈪
《敬老の日》びわ湖大津プロバスクラブ創立1周年記念
公開講座「滋賀発 先進的健康づくり」14：00～16：00 
於 ピアザ淡海／びわ湖大津プロバスクラブ第16回例会 
16：00～17：00 於 ピアザ淡海

17日㈫

大津RC例会（3516回）　移動例会「仲秋観月」と「お
いしがうれしが」17：00～18：00・懇親会18：00～
20：00 於 琵琶湖汽船 ビアンカ船上／俳句同好会 
15：00～ 於 琵琶湖ホテル／長浜北RC変更×／野洲
RC変更〇／水口RC休会〇

18日㈬ 近江八幡RC休会×

19日㈭ 大津西RC休会〇／びわ湖八幡RC休会×／彦根RC休
会×

20日㈮ 長浜東RC変更×／守山RC変更×
21日㈯
22日㈰
23日㈪ 《秋分の日》

24日㈫
大津RC例会（3517回）　社会奉仕委員会担当例会ゲス
トスピーチ「滋賀県初スペースロボットコンテスト
2019ジャパンオープンにむけて」国際科学教育協会 代
表 北原 達正氏／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3514回例会　2019．9．3
　▶食事・自由懇談
12：30　点鐘・開会
　▶国歌斉唱
　▶ロータリーソング「われら日本のロータリアンの歌」
　▶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
　▶幹事報告
　▶委員会報告
　▶広報雑誌委員会担当例会スピーチ 
　　「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
　▶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
　・８月27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。

　　定款第12条第３節「出席規定の免除」の規定により、会員今
堀宏君からの健康上の理由による休会の申出を承認する件

����・クールビズを９月中も継続します。
▪各種会議・行事出席報告
　・８月22日㈭�大津ローターアクトクラブの「滋賀ゾーン代

表を迎えての公式訪問例会」に、磯田会長はじめ12名のメ
ンバーが出席されました。

▪地区等からの連絡事項
　・９月のロータリーレートは、１ドル＝106円（現行108円）の
通知がRI事務局よりありました。

「笹百合」遠藤仁兵衛会員

第2650地区
大津ロータリークラブ 週報　
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ローターアクト委員会　委員長　井上　伸一
　RAC委員会の委員長を拝命した、井上です。といっ

ても昨年度に続き２年目の委員長です。昨年度はRAC

地区会長輩出、RAC地区大会開催と忙しい一年でした

が、そのおかげでアクターの意識がすごく上がった一

年でした。その経験を活かし本年はさらなる足固めの

年度になります。ベテランメンバーが卒業された事も

あり、RACの運営方法などを次の世代へ引き継ぐため

に、口頭伝達だけでなくマニュアル化などの策が必要

であると考えています。

　事業は本年度も琵琶湖一周例会、立木観音参拝例会、

琵琶湖清掃例会などロータリアンの皆様にも参加して

いただきやすい例会が予定されています。ロータリア

ンとしては「アクトの活動を応援する」という一言に

尽きますが、RAC例会への出席や事業への積極参加を

お願いいたします。もちろんメークアップにもなりま

す。

ローターアクト委員会 
 委員長を拝命して

米山奨学委員会　委員長　曽根　久統
　前地区米山奨学委員長の磯田会長に、委員長を仰せ

つかり、気持ちを引き締めて取り組みたいとおもいま

す。と言いましても、皆様からの寄付金無くして、奨

学生の支援金が成り立ちません。どうか、特別寄付金

にご協力お願いします。

　米山奨学生のリヤン君との想い出が冷めやらぬ中、

今年度から立命館大学の劉（リュウ）君をお世話するこ

とになりました。劉君は、内モンゴル自治区包頭市出

身で、真面目な好青年です。日本語も話せます。どう

かリヤン君同様に交流を深めて、仲良くしていただき

たいとおもいます。この奨学事業は、奨学生がロータ

リアンとの交流を通じて、奉仕の精神に触れ、自らの

精神を磨き、人生観、職業観を高めていくことに意義

があります。２年間の短い期間ですが、カウンセラー

の和田光平さんと一緒に、劉君を支援していきたいと

思います。

米山奨学委員会
 委員長を拝命して

副幹事　松山　延寿
　2019-20年度、磯田会長年度の副幹事を拝命致しま

した。入会してもうすぐ３年の若輩者ではございます

が、理事・役員の皆様、今井幹事、宮本副幹事のご指

導を仰ぎながら、１年間勉強させていただき、職務を

全うしたいと存じます。

　理事・役員会での資料作成、会場設営、特に議事録

作成におきましては、未だロータリー用語が分からず、

ロータリー関連資料と格闘しております。また、初め

て参加させていただくクラブ協議会では大変緊張いた

しました。

　今年度、大変貴重な経験をさせていただける事に感

謝申し上げ、副幹事就任にあたってのご挨拶とさせて

いただきます。今後ともご指導の程、よろしくお願い

申し上げます。

副幹事を拝命して

副幹事　宮本　一幸
　この度、今井幹事の下、副幹事を拝命しました。今

井幹事より副幹事の役割をレクチャーして頂き、主に

理事会の資料作成・議事録作成ですが、大津RCの運

営にかかわる大変重要な役割ばかりで、本当に身の引

き締まる思いです。

　入会して以来日々、ロータリの事を学ばさせて頂い

ておりますが、より一層勉強させて頂ける機会を与え

て頂き、とても感謝しております。

　会長・幹事、そして松山副幹事にご迷惑をかけない

よう、１年間自分なりに精一杯取り組みたいと思って

おりますので、どうぞ宜しくお願い致します。

副幹事頑張ります



■ニコニコ箱
・新入会員スピーチの機会をいただいて
� 福田　義彦君
・新入会員のスピーチの機会をいただいて
� 松本　伸夫君
・福田さん、松本さん、新入会員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
・福田　義彦君、松本　伸夫君、新入会員スピーチご
苦労さんでした� 安本　　進君

・福田さん、松本さん、新入会員スピーチご苦労さん
でした� 宮崎　君武君

・福田　義彦さんと松本　伸夫さん、新入会員スピー
チありがとうございました
� 德田　定弘君　和田　知子君
・福田　義彦君、松本　伸夫君、新入会員スピーチ御
苦労さまでした。勉強させていただきました
� 細田　光藏君
・福田さん、松本さんのスピーチに感謝
� 松平　智康君
・福田さん、松本さん、スピーチご苦労さまでした
� 大道　良夫君
・福田さん、松本さん、新入会員スピーチありがとう

ございます� 田邉　伸彦君
・福田君、松本君、スピーチありがとうございました
� 井門　一美君
・福田　義彦様、松本　伸夫様、新入会員スピーチあ
りがとうございます� 井上　和正君　小林　洋之君
・福田さん、松本さん、本日はスピーチありがとうご
ざいました� 七黒　勝士君
・福田様、松本様、スピーチありがとうございます
� 木村　　隆君
・福田　義彦さん、松本　伸夫さん、新入会員スピー
チ有難うございました� 寺田　利彦君
・福田　義彦さん、松本　伸夫さん、スピーチありが
とうございました� 山本　勝義君
・福田　義彦君、松本　伸夫君、新入会員スピーチあ
りがとうございました� 杉野　善彦君
・福田さん、松本さん、新入会員スピーチありがとう
ございました
� 中堀　敏信君　深野　裕一君　塚本　忠雄君
・福田さん、松本さん、新入会員スピーチお疲れ様で
した� 近藤　久人君
・福田さん、松本さん、新入会員スピーチありがとう
ございました� 齊藤　壽一君

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

「８月例会にて優勝させていただいて」
　８月24日、暑さも一段落のよいコン
ディションと同伴者の方々に恵まれ、例
会にて望外の優勝をさせていただきまし
た。
　ご一緒した、八幡さんの「僕のいる組
から優勝者が出る」との予言（？）に後押しされ、
井門さんから激励を頂き、和田さんのショット
を参考にさせてもらう中、長めの返しのパット
の入りや、OBが抗直前で止まる僥倖にも恵まれ
ての結果でした。
　表彰式でのハプニングも含め、素晴らしい雰
囲気のなかでの楽しいコンペ、磯田会長さま、
阪田幹事さまはじめ皆さま本当にありがとうご
ざいました！� 福田　義彦

 OUT IN グロス ＨＤＣＰ ネット
優　勝　福田　義彦君	 43	 44	 87	 23	 64
２　位　和田　光平君 44 51 ９5 30 65
３　位　坂口　昌弘君 43 50 ９3 25 68
ベスグロ　中堀　敏信君	 40	 39	 79

公益財団法人 ロータリー
　　米山記念奨学会より
　　　　感謝状が届きました

　◆表彰年月：2019年7月
　◆表彰回数：第108回 米山功労クラブ



今週の写真【笹百合】
堀辰男記念館の笹百合が目につき、
高校生の時を思い出しました。

・福田様、松本様、スピーチありがとうございます
� 牧　　春彦君
・福田さん、松本さん、スピーチありがとうございま
した� 中井　　正君

・福田さん、松本さん、新入会員スピーチありがとう
ございます� 斎藤　英一君

・福田さん、松本さん、新入会員スピーチご苦労様で
す� 山本　　彰君

・福田さん、松本さん、スピーチありがとうございま
した� 船谷　昭夫君　橋本　真紀君

・福田さん、松本さん、新入会員スピーチありがとう
ございました� 連　　清春君

・福田さん、松本さんのスピーチに感謝して
� 𠮷田　和行君
・福田さん、松本さん、スピーチありがとうございま
した� 村田　健二君

・福田さん、松本さん、新入会員スピーチありがとう
ございます� 奥村　利樹君

・福田様、松本様、新入会員スピーチお疲れさまでし
た� 岡井　克之君

・福田さん、松本さん、新入会員スピーチありがとう
ございました� 鈴木　竜哉君

・福田さん、松本さん、新入会員スピーチありがとう
ございました� 芝田　冬樹君

・福田君、松本君、スピーチ勉強になりました。あり
がとうございます� 福島　行宏君

・松本さん、福田さん、スピーチありがとうございま
した� 藤田　治久君

・福田さん、松本さん、新入会員スピーチありがとう
ございます� 城　　　務君　中山　雅文君
・福田さん、松本さん、スピーチ楽しみにしています
� 髙橋　　現君

・福田さん、松本さん、新入会員スピーチありがとう
ございました� 中村　智禄君

・福田さん、松本さん、新入会員スピーチごくろうさ
まです� 木村　和央君

・福田さん、松本さん、スピーチありがとうございま
した� 小野　弘嗣君

・福田さん、松本さん、新入会員スピーチありがとう
ございました� 板倉　一浩君

・福田さん、松本さん、新入会員スピーチありがとう
ございました� 宮本　一幸君

・福田さん、松本さん、貴重なスピーチありがとうご
ざいました！� 小林　　弘君

・福田さん、松本さん、スピーチありがとうございま
した� 稲見　隆史君

・福田さん、松本さん、新入会員スピーチお疲れ様で
した。各業界事情、大変勉強になりました
� 財津　敏幸君
・福田　義彦様、松本　伸夫様、新入会員スピーチあ
りがとうございました� 人見　能暢君

・新入会員スピーチ、ありがとうございました
� 木村　　篤君
・福田さん、松本さん、新入会員スピーチありがとう
ございました� 松山　延寿君

・福田さん、松本さん、貴重なお話しありがとうござ

います� 阪田　敏郎君
・福田さん、松本さん、本日のスピーチ有難うござい
ます� 大塚　　滋君
・福田様、松本様、新入会員スピーチありがとうござ
います� 山田　英樹君
・福田さん、松本さん、スピーチありがとうございま
す� 太田　尚典君
・福田さん、松本さん、新入会員スピーチありがとう
ございました� 河野　孝宏君
・福田さん、松本さん、スピーチありがとうございま
した� 山極　良太君
・福田様、松本様、新入会員スピーチありがとうござ
いました� 浜崎　大祐君
・福田さん、松本さん、本日のスピーチ有難うござい
ます� 宇野　晴久君
・福田さん、松本さん、スピーチありがとうございま
した！� 山本　浩司君
・福田さん、松本さん、新入会員スピーチおつかれ様
でした。参考になりました� 田中　　満君
・福田さん、松本さん、新入会員スピーチお疲れ様で
した� 深尾　雅章君
・米山奨学生�リュウ君ありがとう。ローターアクト
も楽しんで下さい� 磯田　隆雄君

・リュウ君、ようこそ。ローターアクトの入会もおめ
でとうございます� 今井　正人君
・米山奨学生のリュウ君、今日はありがとう。アクト
クラブもがんばって下さい� 曽根　久統君
・盆供養、地蔵盆無事終えて� 松平　智康君
・８月17日、猛暑の中、大津RC大阪会ゴルフコンペ
がタラオカントリークラブで開催されました。参加
者14名からニコニコを預かりました
� 木村　　禎君　山本　　彰君　奥村　利樹君
・誕生日自祝� 高橋祥二郎君
・過日、誕生日を祝っていただいて� 保田　　亨君
・誕生日自祝� 草野　　勝君
・妻の誕生日自祝� 二橋　昭夫君
・妻の誕生日を祝っていただいて� 大道　良夫君
� 小　　計　79件　　102,000円　
� （本年度累計　608件　1,045,000円）

国際ロータリー為替レート　2019年9月
1ドル＝106円

▼
新
入
会
員
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チョッと一言
伝統って何だろう。単に過ぎ去った年月が長いという
だけのことではないはずです。そこにある何かを感じ
とって下さい。 藤井　節治

福田　義彦君 松本　伸夫君


