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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 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）
※8月6日㈫のMake-up後の出席率 100％ （121名／121名）
◦お客様
　仁志出彰子氏（大津市企業局　企業総務部　企業総務課　経営戦略室　主査）
　鎌田　千恵氏（大津市議会　議事調査課　調査係　主査）
　劉　　宗沛君（米山奨学生） 計３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11日㈬ 大津東RC休会×／近江八幡RC変更〇／高島RC変更〇

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㈬ ゴルフ同好会9月例会 8：28スタート 於 信楽カント
リー倶楽部／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×

25日㈬ 八日市南休会×

26日㈭ 湖南RC休会〇

27日㈮ 大津中央RC変更〇／守山RC休会〇

28日㈯

29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Ⅱ研修会 9：45～16：30　於 京都文教学園

30日㈪

10月１日㈫
大津RC例会（3518回）　10月定例理事・役員会 11：00
～ 於 琵琶湖ホテル5階「唐橋」／米山奨学委員会担当
例会スピーチ「私と夢」米山奨学生 劉 宗沛君

○印は平常通り受付、×印はビジター受付なし

第3515回例会　2019．9．10
　▶食事・自由懇談
12：30　点鐘・開会
　▶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
　▶新入会員入会式
　　北村　幸弘君（公共放送）
　　　推薦者：大道　良夫君　遠藤仁兵衛君
　▶幹事報告
　▶委員会報告
　▶例会運営委員会担当例会スピーチ
　　ビジネスインキュベーション講座
　　「介護旅行について」　
� 滋賀県立大津商業高等学校　教諭　　
� 　松木　洋之氏・奥坂　美紀氏
　▶ニコニコ箱の発表
13：30　閉会・点鐘

「富良野のお花畑」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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副会計　浜崎　大祐
　この度、山極良太会計のご指導の下、木村隆さん共々
副会計を務めることとなり、身の引き締まる思いでござ
います。山極会計を補佐し、ニコニコを間違わずに集計
すると同時に、ロータリー財団、米山奨学金及び21世紀
ファンドへのご寄附をお預かりするという責任重大な立
場であるということを自覚し、精一杯努めてまいりたい
と思っております。今まで親睦活動委員会で皆様との交
流が楽しみであったため、皆様とお話しできる時間があ
まり取れなくなるのは寂しさも感じるところではござい
ますが、副会計の職務を全うできるよう頑張ってまいり
ますので、今後ともご指導よろしくお願い致します。

副会計を拝命して

副会計　木村　　隆
　今年度副会計を担当させていただきます。よろしくお
願い申し上げます。昨年度はローターアクト委員会を担
当させていただきましたが、日頃、この年齢層とは会話
する機会がほとんどなく、価値観、流行、更にはスマホ
の使い方など、たくさんのことを学ばせていただき、ま
た、一緒に楽しめることもあり、有意義な一年間でした。
　さて、この度の副会計ですが、お金を扱うことよりも、
定位置を頂くことに抵抗があります。なぜなら、日頃、
例会出席率が悪く、メークアップに走り回っていること
がばれてしまうからです。ロータリアンとしてまだまだ
心構えが出来ておりませんので、お隣に座られる方、く
れぐれもご指導よろしくお願い申し上げます。

副会計を仰せつかって

親睦活動委員会事業「会員親睦会」日時：９月３日㈫ 18：00～20：00　場所：京懐石「竹茂楼」

磯田会長挨拶 佐竹ガバナー 山田ガバナー補佐

　本年度、親睦活動委員会：副委員
長を拝命しました。
　2019-20年度は、「美食（おいしい）」
テーマに一年間邁進していきます。
　親睦活動委員会のメンバーは、明
るい奥村委員長を筆頭に打ち合わせ
の段階から、笑顔で、アイディアを
出し合い、宴会を盛り上げるために
何が必要か、考えています。
　そのためか私自身、開宴当日まで、

幹　事　報　告
▪大津ロータリークラブからの連絡事項
　・８月20日㈫�書面による臨時理事会承認事項
　　①退会会員（永田祐一君）の件
　　②新入会員推薦の件
　・９月３日㈫�開催の理事・役員会承認事項
　　①新入会員配属委員会及びカウンセラーの件
　　②会員増強委員会８月６日事業報告
　　③例会運営委員会８月20日例会事業報告
　　④例会運営委員会８月27日例会事業報告
　　⑤広報雑誌委員会事業計画（会員名簿配布）の件
　　⑥広報雑誌委員会事業計画（年報発行）の件
　　⑦職業分類委員会事業計画（担当例会）の件
　　⑧青少年奉仕委員会事業計画（青少年奉仕事業）の件
　　⑨例会運営委員会10月８日例会事業計画の件
　　⑩例会運営委員会10月15日例会事業計画の件
　　⑪例会運営委員会10月29日例会事業計画の件
　　⑫例会運営委員会11月12日例会事業計画の件
　　⑬例会運営委員会11月19日例会事業計画の件
　　⑭国際奉仕委員会事業計画（タイ・チェンマイ浄水器）の件

　・約40年前1979年に大津ロータリークラブとの交換留学生と
して西オーストラリアにある「Narrogin、Waginロータリー
クラブ」から来られていたアリソン・テイラー様からのメー
ルを頂戴しております。当時の大津クラブのメンバーや３
組のホストファミリーにお世話になったことのお礼や、10
月に日本に旅行する際に大津クラブに立ち寄りたいとの思
いなどが綴られています。

▪各種会議・行事出席報告
　・９月７日㈯�滋賀県下ロータリークラブ会長会議が栗東芸
術文化会館にて開催され、磯田隆雄会長が出席されました。

　・９月７日㈯�第１組インターシティーミーティング（栗東
RCホスト）が栗東芸術文化会館「さきら大ホール」にて
開催され、磯田会長はじめ43名のメンバーが参加しました。

　　（新会員セミナー参加５名・懇親会参加31名）
▪2650地区等からの連絡及び通知事項
　・地区よりロータリーカードについての案内が届いております。
　　ロータリーカードを利用すると、利用額の0.3％が、カー
ド会社からロータリー財団に自動的に寄付されます。一般
的なクレジットカードと使い勝手やポイントも同じで、日
本での取り扱いはオリコとダイナースの２社です。

テーマ：会員親睦会（笑顔の、その先に…） 親睦活動委員会　副委員長　木村　　篤



2019-20年度　上期情報集会組み合わせ表
第１組 第２組 第３組 第４組 第５組 第６組 第７組 第８組 第９組 第10組

辻川　幹男 安本　　進 芝野桂太郎 廣田　康雄 松井　弘一 宮崎　君武 遠藤仁兵衛 德田　定弘 八幡　知行 二橋　昭夫

西尾　利二 細田　光藏 松平　智康 清水　　晟 藤井　節治 籔本　俊作 河本　英典 宮川　芳夫 大道　良夫 山田　　督

田畑　太郎 久保　直己 本郷　庄市 田口　孝男 井門　一美 井上　和正 磯田　隆雄 七黒　勝士 大林　一郎 橋本　和正

木村　　隆 山本　勝義 杉野　善彦 西山　忠彦 川戸　良幸 川辺　惠子 中堀　敏信 服部起久央 高橋祥二郎 松田　浩志

前田　省三 今堀　　宏 石田　益世 増田喜代司 近藤　久人 齊藤　壽一 牧　　春彦 中井　　正 木村　　禎 斎藤　英一

畑野　　宏 山本　　彰 森上　和昌 内田健一郎 船谷　昭夫 保田　　亨 連　　清春 服部　一則 深野　裕一 小林　洋之

西澤　光平 𠮷田　和行 高木　　浩 和田　知子 村田　健二 塚本　忠雄 今井　正人 奥村　利樹 西村　　均 吉居　龍治

鈴木　竜哉 坂口　昌弘 芝田　冬樹 新庄　博志 福島　行宏 藤田　治久 中山　雅文 城　　　務 髙橋　　現 中村　智禄

西居　基晴 和田　光平 木村　和央 小野　弘嗣 田邉　伸彦 福田　義彦 板倉　一浩 宮本　一幸 水野　清治 松本　伸夫

小林　　弘 阪田　敏郎 稲見　隆史 中村　　智 財津　敏幸 人見　能暢 木村　　篤 曽根　久統 松山　延寿 草野　　勝

村木　康弘 山本　浩司 井上　伸一 大塚　　滋 山田　英樹 太田　尚典 河野　孝宏 山極　良太 浜崎　大祐 宇野　晴久

谷　　祐治 橋本　真紀 田中　　満 深尾　雅章 北村　幸弘

 の方にリーダーをお願いします。
ロータリー情報委員会：佐藤祐子（委員長）・寺田利彦（副委員長）・島村義郎・佐藤久忠・水野定明・岡井克之

テーマ：スポーツの魅力　　開催期間：10月15日㈫～11月15日㈮
（敬称略）

開催日時・　場所について
開催日 組 リーダー 情報集会 懇親会 開催場所

10月23日㈬ 第1組 村木　康弘 16：30～18：00 18：00～ あたか飯店 大津店

10月29日㈫ 第3組 芝田　冬樹 16：30～18：00 18：00～ 情報集会：琵琶湖汽船 会議室／懇親会：琵琶湖汽船「megumi」

10月29日㈫ 第4組 和田　知子 16：30～18：00 18：00～ 日本料理　新月

10月29日㈫ 第6組 藤田　治久 16：30～18：00 18：00～ 情報集会：琵琶湖汽船 会議室／懇親会：琵琶湖汽船「megumi」

11月5日㈫ 第5組 船谷　昭夫 16：00～17：30 17：30～ 御料理　豆信

11月5日㈫ 第9組 水野　清治 16：30～18：00 18：00～ 情報集会：びわ湖大津プリンスホテル「白鳥」／懇親会：中国料理「李芳」

11月5日㈫ 第10組 吉居　龍治 16：30～18：00 18：00～ 情報集会：びわ湖大津プリンスホテル「浮舟」／懇親会：中国料理「李芳」

11月6日㈬ 第2組 和田　光平 16：00～17：30 17：30～ 串揚げ三昧honobono

11月8日㈮ 第8組 宮本　一幸 16：30～18：00 18：00～ 新近江別館

11月12日㈫ 第7組 中山　雅文 16：30～18：00 18：00～ 情報集会：びわ湖大津プリンスホテル「瀬田」（3階）／懇親会：フランス料理 ボーセジュール（38階）

集合写真

舞妓はんと

期待とワクワク感が止まらず、当日、皆が盛り上がっている状況を見ると「よかったな」と思うのと同時に、閉会
時には達成感があり、磯田会長はじめクラブ会員の方々のご協力をいただき、みんなが楽しんで喜んでくれたから
こそ、次回懇親会への活力になると感じます。
　親睦活動委員会は、笑顔のその先にある、心に残る思い出を導くように頑張ってまいります。



今週の写真【富良野のお花畑】
好きな花秋桜、良い休暇になりま
した。

▶ゲストスピーチ

■ニコニコ箱
・大津市企業局�仁志出様、大津市議会議事調査課�鎌田様、ス
ピーチありがとうございます� 磯田　隆雄君　七黒　勝士君
� 　今井　正人君　前田　省三君
・仁志出氏、鎌田氏のスピーチに感謝� 松平　智康君
・仁志出さん、鎌田さん、スピーチありがとうございました
� 橋本　和正君
・仁志出　彰子さん、鎌田　千恵さん、本日はスピーチありが
とうございます� 山本　勝義君
・大津市政、広報活動に日々、ご苦労様です。今後とも宜しく
お願いします� 川戸　良幸君
・仁志出様、鎌田様のスピーチに感謝� 牧　　春彦君
・仁志出さん、鎌田さん、例会スピーチありがとうございます
� 斎藤　英一君
・大津市企業局�仁志出様、大津市議会�鎌田様スピーチありが
とうございました� 畑野　　宏君
・仁志出様、鎌田様、例会スピーチありがとうございます
� 森上　和昌君
・仁志出様、鎌田様、本日はありがとうございます
� 深野　裕一君
・仁志出　彰子様、鎌田　千恵様、例会スピーチありがとうご
ざいます� 小林　洋之君
・大津市企業局�仁志出様、大津市議会�鎌田様、例会スピーチ
ありがとうございました� 𠮷田　和行君　田中　　満君
・仁志出様、鎌田様、例会スピーチありがとうございます
� 塚本　忠雄君
・仁志出様、鎌田様、スピーチありがとうございました
� 岡井　克之君
・大津市�仁志出様、鎌田様、スピーチありがとうございます
� 吉居　龍治君
・広報雑誌委員会のスピーチありがとうございます
� 中山　雅文君
・仁志出様、鎌田様、スピーチありがとうございます
� 城　　　務君
・大津市より仁志出様、鎌田様、例会スピーチありがとうござ
いました� 西居　基晴君
・仁志出さま、鎌田さま、本日は例会スピーチありがとうござ
います� 木村　和央君
・大津市企業局�仁志出様、大津市議会�鎌田様、スピーチあり
がとうございます� 小野　弘嗣君
・仁志出様、鎌田様、例会スピーチありがとうございます
� 田邉　伸彦君
・仁志出様、鎌田様、貴重なお話ありがとうございました
� 稲見　隆史君
・仁志出様、鎌田様、ゲストスピーチありがとうございます。
大変勉強になりました� 財津　敏幸君
・仁志出様、鎌田様、スピーチありがとうございます
� 木村　　篤君
・仁志出様、鎌田様、貴重なお話をありがとうございました
� 松山　延寿君
・仁志出さん、鎌田さん、スピーチありがとうございました
� 草野　　勝君
・仁志出さん、鎌田さん、貴重なお話をありがとうございまし
た� 阪田　敏郎君
・仁志出様、鎌田様、本日のスピーチ有難うございます
� 山田　英樹君　宇野　晴久君
・仁志出さん、鎌田さん、本日はスピーチありがとうございま
した� 谷　　祐治君
・仁志出様、鎌田様、ゲストスピーチありがとうございました
� 深尾　雅章君
・大林君、元気に出席ありがとうございます
� 磯田　隆雄君　今井　正人君
・大林さん、元気なお顔を見れて、うれしいです
� 宮崎　君武君　芝田　冬樹君
� 　船谷　昭夫君　新庄　博志君
・大林さんの復帰をお祝いして� 德田　定弘君
・大林　一郎君の復帰を祝して� 井上　和正君　二橋　昭夫君
・大林さん、ご快復おめでとうございます� 大道　良夫君

・大林君、カムバックおめでとう。にこにこ！� 本郷　庄市君
・大林君の元気な姿を拝見して� 田口　孝男君
・大林君、例会出席回復され良かったです
� 七黒　勝士君　前田　省三君
・いろいろとご心配、ご迷惑をおかけしましたが、今日から復
帰します。よろしくお願いします� 大林　一郎君
・大林　一郎さん、お元気になられて、うれしく存じます
� 山本　勝義君
・大林さん、退院おめでとうございます� 服部起久央君
・大林さん、復帰おめでとうございます� 石田　益世君
・大林さん、例会出席おめでとうございます� 連　　清春君
・大林さんのお元気なお姿を見れてよかったです
� 村田　健二君
・大林さん！復活！！おめでとう� 奥村　利樹君
・大林さん、ご快復おめでとうございます� 西村　　均君
・大林さん、元気なお顔が見れてとてもうれしいです
� 曽根　久統君
・大林さんの例会復帰を祝して� 浜崎　大祐君　山極　良太君
・ポールハリスフェローシップ賞を頂きまして� 八幡　知行君
・本日の懇親会の盛り上がりを祈願して！� 齊藤　壽一君
・二橋さん、久しぶりの白手袋見せていただきました。昔を思
い出しました� 木村　　禎君

・ゴルフスコア、久しぶりに90割れて１人ニンマリしています
� 西尾　利二君

・福田さん、ゴルフコンペ優勝おめでとうございます
� 橋本　真紀君
・奥村さん、髙橋さん、お誕生日おめでとうございます
� 保田　　亨君
・自祝！56才、明るく元気にがんばります� 奥村　利樹君
・誕生日自祝� 髙橋　　現君
・妻の誕生日自祝� 河本　英典君
・妻の誕生日を祝っていただいて� 大林　一郎君
・家内の誕生日祝って頂き、ありがとうございます
� 鈴木　竜哉君
・妻の誕生日を祝っていただいて� 藤田　治久君
� 小　　計　72件　　100,000円　
� （本年度累計　680件　1,145,000円）

国際ロータリー為替レート　2019年9月
1ドル＝106円

チョッと一言
「奉仕」の意味を辞書で調べてみると「利害を離れて社会・目上　の
人等につくすこと」とありました。私は「例会やクラブ活動に積極的
に参加し、そして楽しむこと」と理解しました。� 財津　敏幸�

訃　報
元会員　廣井　照和氏（1984年2月21日～2003年11月30
日在籍）は去る7月23日㈫にご逝去されました。（享年
94歳）茲に謹んでご冥福をお祈り申し上げます。

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


