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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 121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　　99名（内 出席者数 90名）
　出席会員数106名　出席率 92．71％ （106名／115名）
※8月20日㈫のMake-up後の出席率 100％ （121名／121名）
◦お客様
　松木　洋之氏（滋賀県立大津商業高等学校　教諭）
　奥坂　美紀氏（滋賀県立大津商業高等学校　教諭） 計２名

第3516回例会　2019．9．17
移動例会

「仲秋観月」と「おいしが うれしが」
於 琵琶湖汽船ビアンカ

17：00　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」
　▶四つのテスト
　▶ご来客の紹介
　▶会長の時間
　▶幹事報告
　▶委員会報告
　▶ゲストスピーチ
　　「おいしが うれしがの取り組みについて」　
 滋賀県食のブランド推進課　課長　平井喜与治氏
 滋賀県食のブランド推進課　主幹　松尾多希子氏
　▶ニコニコ箱の発表
18：00　閉会・点鐘
 
18：00～20：00
　　懇親会　於：琵琶湖汽船 ビアンカ船上

幹　事　報　告
▪各種会議・行事出席報告
　・９月15日（日）・16日（月祝日）大津ローターアクトク

ラブの例会が「BIWAKO湖フェス2019」会場（琵琶湖
サンシャインビーチ内）にて開催され、山本勝義会
長エレクトはじめ６名のメンバーが参加されました。

　・９月16日（月祝日）びわ湖プロバスクラブ創立一周年

記念講演がピアザ淡海で開催され、磯田隆雄会長は
じめ30名のメンバーが参加されました。

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／彦根RC変更○

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／野球
部第7回練習 19：00～ 於 皇子山総合運動公園（第１G）

２日㈬ 八日市南変更×

３日㈭ 野球部第8回練習 19：00～ 於 皇子山総合運動公園 
（第１G）

４日㈮ 東近江RC変更×

５日㈯ 第31回 佐竹力總ガバナー杯野球大会（予選）１回戦 
14：00～ 於 横大路運動公園野球場

６日㈰

７日㈪

８日㈫

大津RC例会（3519回）　ノーカー例会／新入会員ス
ピーチ「電話のつながるしくみ」小野 弘嗣君・「住ま
いづくり成功のヒケツ」森上 和昌君／野球部第9回練
習 19：00～ 於 皇子山総合運動公園（第4G）

○印は平常通り受付、×印はビジター受付なし

「横川中堂」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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幹事　今井　正人

インターシティミーティングに参加して

　先日９月７日㈯に栗東ロータリークラブ様のホストにより開催されました「2019-20年度国際ロータリー第
2650地区第１組インターシティミーティング」に参加しました。大津クラブからは43名が参加しましたが、当日
の午前中から磯田会長は県下会長会議に、入会まもない太田尚典君、鈴木竜哉君、橋本和正君、稲見隆史君、深
尾雅章君の５名は新会員セミナーに参加されました。佐竹ガバナーの挨拶、河本ゼネラルリーダーの挨拶などで、
開会式が行われた後、メインの基調講演が行われました。基調講演の講師は、辛口の論調で知られる京都大学大
学院工学研究科の藤井聡教授で、テーマ「交通インフラ等から考える滋賀の未来」に沿った交通インフラがもた
らす経済効果を中心に熱弁されていました。改めて交通インフラが人や物の流れを左右し、鉄道における駅、高
速道路におけるインターチェンジが大きな経済効果をもたらし、過去の歴史においてもそのことが証明されてい
ることを、学ぶことができました。その後、パネルディスカッションが
行われ、大津クラブの大道直前会長も、滋賀県経済団体連合会会長のお
立場で、パネラーとして昨今における滋賀県内のインフラ整備問題等に
ついて発言されていました。閉会式では河本パストガバナーがゼネラル
リーダーとして、今回のIMについて講評され、交通インフラをテーマ
に取り上げた理由や、決して政治的、行政的な施策について、どうこう、
ではなく、ロータリーとして地域貢献について議論が展開されることが
重要である旨のお話に私自身感銘を受けました。会場を「さきら」から
ホテルボストンプラザ草津に移し、懇親会が開催され、クラブ内外のロー
タリアンと交流を深めることができました。来年は大津中央ロータリー
クラブ様のホストでびわ湖大津プリンスホテルにて開催される予定です。



NEW　FELLOW ９月10日入会

副会場監督　石田　益世
　2019-20今年度磯田隆雄会長様に副会場監督を選任さ
れ就任させて頂きました。
　前田省三会場監督のもと西村均副会場監督と共に「明
るく、楽しく」を具現出来る様に務め上げたいものです。
　ニコニコ箱に関しまして、温かく見守って頂ければ有
難いと思っております。
　最後に事務局、ホテル関係者、会員の皆様のお力添え
を切にお願い致しまして、一年間宜しくお願い申し上げ
ます。

副会場監督を拝命して

副会場監督　西村　　均
　本年度、副会場監督を仰せつかりました西村　均です。
　今年一年間は、「明るく楽しく」をテーマにニコニコ
発表と例会運営に努力して参ります。
　私、子供の頃、近所の方々から「英語さん」と呼ばれ
ていたそうです。英語が話せると言う事でなく、私の喋
る日本語が何を喋っているのか、判らないからです。又、
落ち着きがないとも言われていました。その私が、歴史
と伝統ある大津ロータリークラブの副会場監督を仰せつ
かり、皆様の前で例会終了時の時間内にニコニコを発表
する機会を得ました。
　気持ちは、「Oh ! my God !」（最も良く奉仕する）ですが、
「It`s my bright pleasure !」（超我の奉仕）で楽しみた
いと思います。

副会場監督を拝命して

会員 杉野　善彦君の事業所電話番号・FAX番号・メールアドレスが変更されましたのでお知らせします。

電　話：077-522-2121
ＦＡＸ：077-526-5388
E-mail：y.sugino@yatsuhashi.co.jp

メンバーニュース

■ニコニコ箱
・松木先生、奥坂先生、本日はスピーチありがとうございまし

た 磯田　隆雄君　七黒　勝士君　今井　正人君
・松木氏、奥坂氏のスピーチに感謝 松平　智康君
・松木先生、奥坂先生、ゲストスピーチありがとうございます

 大道　良夫君
・松木　洋之様、奥坂　美紀様、ゲストスピーチありがとうご

ざいました 山本　勝義君
・滋賀県立大津商業高等学校 松木先生、奥坂先生、本日、ご

講話ありがとうございます。学生様達に未来をよろしく
 川戸　良幸君
・松木先生、奥坂先生、講座（講演）ありがとうございます
 高橋祥二郎君
・松木さん、奥坂さん、例会スピーチありがとうございました

 近藤　久人君
・松木様、奥坂様、スピーチありがとうございます
 牧　　春彦君
・松木　洋之様、奥坂　美紀様、例会スピーチありがとうござ

いました 畑野　　宏君

・松木先生、奥坂先生、例会スピーチありがとうございます
 森上　和昌君
・松木様、奥坂様、スピーチありがとうございます
 塚本　忠雄君
・松木さん、奥坂さん、例会スピーチありがとうございました

 中山　雅文君
・松木様、奥坂様、スピーチありがとうございました
 城　　　務君
・松木様、奥坂様、貴重なスピーチをありがとうございました！

 小林　　弘君
・松木様、奥坂様、ゲストスピーチありがとうございます。北

村さん、大津RCご入会おめでとうございます 財津　敏幸君
・松木様、奥坂様、貴重なお話をありがとうございました
 松山　延寿君
・松木先生、奥坂先生、本日のスピーチ有難うございます
 大塚　　滋君
・松木　洋之様、奥坂　美紀様、スピーチありがとうございま

す 山極　良太君



今週の写真【横川中堂】
久しぶりに横川中堂に、お参り致し
ました。朱塗りが素晴らしいです。

▼
ゲ
ス
ト
ス
ピ
ー
チ

・松木　洋之様、奥坂　美紀様、本日のスピーチ有難うござい
ます 宇野　晴久君

・お久し振りです！！10年振りに大津ロータリー例会に出席し
ました。本当になつかしいです 岸本　孝治君

・ALSOK 岸本常務、本日はようこそお久しぶりです
 磯田　隆雄君
・ALSOK 岸本さん、常務執行役員として再会できて、今日は

“ニコニコ日”です 籔本　俊作君
・元大津RC会員 岸本さん、ようこそお越しいただきました
 大道　良夫君
・岸本　孝治さん、ご無沙汰しております。本日は、ようこそ

大津ロータリークラブへ。ごゆっくりと 山本　勝義君
・岸本さん、ようこそ大津RCへ。なつかしいです
 村田　健二君
・岸本様、本日お越し頂き、ありがとうございます
 木村　　篤君
・初めまして、入会させて頂き、ありがとうございます
 北村　幸弘君
・北村　幸弘さん、本日は御入会おめでとうございます
 磯田　隆雄君　七黒　勝士君　今井　正人君
・北村君の入会を祝して 安本　　進君　井門　一美君
・北村　幸弘君の入会を祝して 廣田　康雄君
・北村　幸弘君のご入会を祝して 遠藤仁兵衛君
・北村　幸弘さんの入会をお祝いして 德田　定弘君
・新入会員 北村　幸弘君の入会を祝して
 二橋　昭夫君　細田　光藏君
 　井上　和正君　木村　　禎君
・北村　幸弘さんの入会を祝して 松平　智康君
・北村　幸弘さんのご入会を祝して 大道　良夫君
・北村さん、入会おめでとうございます 橋本　和正君
・北村　幸弘さんの入会を祝って 木村　　隆君
・北村　幸弘君の入会を祝して 寺田　利彦君
・北村　幸弘さん、ご入会おめでとうございます。これから宜

しくお願い致します 山本　勝義君
・北村　幸弘君、ようこそ大津ロータリークラブへ
 杉野　善彦君
・北村　幸弘さんの入会を祝して
 松田　浩志君　船谷　昭夫君
・北村　幸弘君の入会を祝して 増田喜代司君
・北村　幸弘さん、入会おめでとうございます 斎藤　英一君
・北村　幸弘さん、ご入会おめでとうございます
 保田　　亨君
・北村さん、ご入会おめでとうございます 深野　裕一君
・北村　幸弘様、ロータリー入会おめでとうございます
 小林　洋之君
・北村　幸弘様、ご入会おめでとうございます 高木　　浩君
・北村　幸弘君のご入会を祝して 村田　健二君
・祝、入会！北村　幸弘さん親睦活動委員会でも活躍よろしく

お願いします 奥村　利樹君
・北村様、入会おめでとうございます 岡井　克之君
・北村　幸弘さん、入会おめでとうございます 芝田　冬樹君
・北村　幸弘君の入会を祝して 福島　行宏君
・北村さんの入会を祝して 藤田　治久君
・北村　幸弘さんの入会を祝して！ 中村　智禄君
・北村さん、入会おめでとうございます 小野　弘嗣君
・北村様、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
・北村　幸弘さん、ようこそ大津ロータリーへ 水野　清治君
・北村　幸弘さん、入会おめでとうございます。今後よろしく

お願いします 松本　伸夫君
・北村　幸弘様、ようこそ！！ 稲見　隆史君
・北村　幸弘様、ご入会おめでとうございます 人見　能暢君
・北村さん、ご入会おめでとうございます 草野　　勝君
・北村さん、ご入会おめでとうございます 太田　尚典君
・北村　幸弘様、御入会おめでとうございます。今後ともよろ

しくお願い致します 浜崎　大祐君

・北村さん、ご入会おめでとうございます 深尾　雅章君
・北村さんのご入会を祝して 山本　浩司君
・北村　幸弘様、大津ＲＣ入会おめでとうございます
 田中　　満君
・９月７日IM御参加の皆様ごくろうさまでした
 磯田　隆雄君　今井　正人君
・９月３日会員親睦会奥村委員長はじめありがとうございまし

た 磯田　隆雄君　今井　正人君
・会員親睦会第１弾、竹茂楼大盛況に感謝。第２弾アカガネリ

ゾートに、乞うご期待！ 奥村　利樹君
・竹茂楼、会員親睦会参加の皆様より頂戴いたしましたお心づ

けです。親睦活動委員会より感謝致します 親睦会参加者
・大林さん、復帰おめでとうございます 中村　智禄君
・西村　均さんの例会司会デビューを祝って 新庄　博志君
・上衣着用うっかり忘れました。申し訳ありませんでした
 西尾　利二君
・先週の土日にサラリーマン時代の同期会が大津で開催されま

した。昔話に花が咲きました 服部起久央君
・先日、初めて海外旅行保険のお世話になってしまいましたが、

おかげで保険屋の不養生にはなりませんでした
 中井　　正君
・大阪会の皆さまからのニコニコです
 大津RC OB大阪会様より
・誕生日を祝っていただいて 田口　孝男君
・誕生日自祝 西村　　均君
・誕生日を祝って頂いて 福田　義彦君
・誕生日自祝 中村　　智君
・妻の誕生日自祝 中堀　敏信君
・妻の誕生日を祝っていただいて 木村　　禎君
 小　　計　93件　　148,000円 
 （本年度累計　773件　1,293,000円）
■ロータリー財団寄付金
準ポールハリスフェロー
・入会させていただき、ありがとうございます
 北村　幸弘君（（累計　＄100）
 小　　計　＄100 

 （本年度累計　＄700）
■米山奨学寄付金
準米山功労者
・入会させていただき、ありがとうございます
 北村　幸弘君（累計　12,000円）
 小　　計　12,000円 
 （本年度累計　91,000円）
■21世紀ファンド寄付金
・入会させていただき、ありがとうございます
 北村　幸弘君
 小　　計　13,000円 
 （本年度累計　120,000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
器用さは磨けますが、不器用さはどうしようもありません。今まで不
器用さを一生懸命、隠して生きてきましたが、そろそろ限界です。ロー
タリーライフも不器用に行きましょう。� 藤井　節治
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