
◦創　　立　1950年12月19日
◦例　　会　毎週火曜日　12：30～13：30
◦例 会 場　琵琶湖ホテル　〒520-0041　大津市浜町2-40
　・事務局　　事務局　ＴＥＬ：077-524-5858
　　　　　　　　　　　ＦＡＸ：077-522-2220
　　　　　　　例会場　ＴＥＬ：077-524-7111
　　　　　　　　　　　ＦＡＸ：077-522-1241

会　　　長（理事） 磯田　隆雄 クラブ奉仕（理事） 連　　清春 青少年奉仕（理事） 新庄　博志
直 前 会 長（理事） 大道　良夫 職 業 奉 仕（理事） 坂口　昌弘 幹　　　事（理事） 今井　正人
会長エレクト（理事） 山本　勝義 社 会 奉 仕（理事） 内田健一郎 会　　　計（理事） 山極　良太
副　会　長（理事） 七黒　勝士 国 際 奉 仕（理事） 増田喜代司 会 場 監 督 前田　省三
パストガバナー　河本　英典 　ガバナー補佐　山田　　督　　名誉会員　石田　喜之　　

編集・クラブ会報委員長　服部起久央Email：otsu-rc@titan.ocn.ne.jp　URL：http://www.otsu-rc.org/

「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　21名（内 出席者数 14名）
　出席規定適用会員数　　99名（内 出席者数 86名）
　出席会員数100名　出席率 88．49％ （100名／113名）
※9月17日㈫のMake-up後の出席率 100％ （121名／121名）
◦お客様
　兼行　美香君（デュッセルドルフ・
 カイザーファルツロータリークラブ）　計１名

第3520回例会　2019．10．15
　▶食事・自由懇談
12：30　点鐘・開会
　▶ロータリーソング「奉仕の理想」
　▶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
　▶新入会員スピーチ
　　「自動車をはかる」　� 齊藤　壽一君
� （株式会社堀場製作所　代表取締役　副会長）
　　「滋賀県の特産品」　� 塚本　忠雄君
� （滋賀県信用農業協同組合連合会　常勤監事）
　▶ニコニコ箱の発表
13：30　閉会・点鐘

幹　事　報　告
▪各種会議・行事出席報告
　・10月12日㈯第31回ガバナー杯野球大会は台風の影響により
中止となりました。次は10月19日㈯岡崎運動公園野球場に
て長浜東RCと対戦します。

▪2650地区等からの連絡及び通知事項
　・福井西ロータリークラブ様より、例会場移転・例会日変更
のお知らせが届いております。11月１日㈮より例会場を白
鳳会館２階に変更され、11月７日㈭より例会日を毎週木曜

2019年 ロータリーカレンダー
経済と地域社会発展月間／米山月間

10月16日㈬ 大津東RC休会×／近江八幡RC休会×／高島RC変更×

17日㈭
びわ湖大津プロバスクラブ第17回例会 17：00～18：00　於 
於 ホテルテトラ大津・京都／野球部第10回練習 19：00～ 
皇子山総合運動公園（第1G）／大津西RC休会〇／彦根RC休
会×

18日㈮
第77回滋賀県下RC合同親睦ゴルフ大会（東近江RCホスト）
8：00スタート 於 名神八日市カントリー倶楽部／東近江
RC変更×

19日㈯ 第31回　佐竹力總ガバナー杯野球大会（2回戦）9：00～ 於 
岡崎運動公園野球場1面

20日㈰
21日㈪ 五個荘能登川RC休会〇

22日㈫ 《即位礼正殿の儀》大津RC法定休会／長浜北RC休会×／
野洲RC休会×／水口RC休会〇

23日㈬ 第1組上期情報集会 16：30～18：00：懇親会 18：00～ 於 
あたか飯店 大津店

24日㈭ 湖南RC休会〇／びわ湖八幡RC休会×／草津RC休会×／
栗東RC休会×／彦根RC変更〇

25日㈮ 守山RC休会〇

26日㈯
野球部第11回練習 17：00～ 皇子山総合運動公園（第4G）／
大津RAC10月第2例会 滋賀ゾーン合同「親睦ボードゲーム
例会」14：30～17：00／二次会 17：30～19：30 於 Nビル3
階（近江八幡）

27日㈰
28日㈪ 五個荘能登川RC変更×

29日㈫

大津RC例会（3521回）　新入会員スピーチ「クラウドファ
ンディングの取組」近藤 久人君・「明大野球部で学んだこと」
河野 孝宏君／第2回定款細則審議特別委員会 13：45～ 於 
琵琶湖ホテル3階「コバルト」／第3組・第6組上期情報集会 
16：30～18：00　於 琵琶湖汽船 会議室：懇親会 18：00～ 
於 琵琶湖汽船「megumi」／第4組上期情報集会 16：30～
18：00：懇親会 18：00～ 於 日本料理 新月／野球部第12回
練習 19：00～ 皇子山総合運動公園（第3G）／彦根南RC変
更〇／水口RC変更〇

30日㈬ 大津東RC休会×／八日市南休会×
31日㈭ 野球部第13回練習 19：00～ 皇子山総合運動公園（第3G）

11月１日㈮ 親睦活動委員会事業「会員親睦会」18：00～ 於 アカガネ
リゾート

２日㈯
「地域別 職業奉仕担当者懇談会」滋賀 13：30～15：30 於 近
江八幡市総合福祉センター（ひまわり館）／第31回 佐竹力總
ガバナー杯野球大会（準決勝・決勝） 於 岡崎運動公園野球場
1面

３日㈰ 《文化の日》
４日㈪ 《振替休日》

５日㈫

大津RC例会（3522回）　11月定例理事・役員会 11：00～ 於 
琵琶湖ホテル3階「グリーン」／ロータリー財団委員会担当
例会「ロータリー財団の制度と活用状況について」RI第2650
地区ロータリー財団委員長 刀根 荘兵衛君／第9組・第10組
上期情報集会 16：30～18：00　於 びわ湖大津プリンスホテ
ル「白鳥」「浮舟」：懇親会 18：00～ 於 中国料理「李芳」／
第5組上期情報集会 16：00～17：30：懇親会 17：30～ 於 
御料理 豆信／水口RC休会〇

○印は平常通り受付、×印はビジター受付なし

日に変更されます。
　・福井ロータリークラブ様より、例会場変更のお知らせが届
いております。11月７日㈭より、ザ・グランユアーズフク
イに例会場を変更されます。

「村雲御所　近江八幡」細田光藏会員

第2650地区
大津ロータリークラブ 週報　
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北村　幸弘（公共放送）

大津ロータリークラブに入会して

　はじめまして。NHK大津放送局の北村幸弘です。この度、大道良夫様、遠藤仁兵衛様のご推薦と会員の皆様のご承認
により入会させて頂きました。深く御礼を申し上げるとともに、歴史と伝統のある大津ロータリークラブの入会に身が
引き締まる思いであります。
　ご存じのように、NHKでは９月30日から信楽を舞台にした朝の連続テレビ小説「スカーレット」、さらに来年１月には
明智光秀が主役の大河ドラマ「麒麟がくる」の放送が始まります。全国的に滋賀県が注目されるため、地元、NHK大津
放送局としてもこれを好機に、滋賀県、そして大津市の情報をこれまで以上に発信していきたいと考えております。
　ロータリークラブは初めての経験で何かと至らない点も多いと思います。少しでも活動に貢献できるよう努めていき
ますので、何卒、諸先輩の皆様のご指導、ご鞭撻の程よろしくお願い致します。� （日本放送協会　大津放送局　局長）

は じ め ま し て

2019年度米山奨学生紹介 ～米山月間にちなんで～
　皆様こんにちは！米山奨学生　劉　宗沛（リュウ　ソウハイ）です。
　先週大津ロータリークラブと守山ロータリークラブで、スピーチをする機会を与えていただき、ありがとうございました。
　私の故郷は内モンゴル自治区包頭市です。高校卒業した後2013年４月から日本に留学しました。２年間日本語学校で勉強して、
立命館大学に入学しました。卒業後の目標は海外で通用する人間として活躍することです。
　私が留学先に日本を選んだ理由の一つは日本にいながらにして、外国語習得能力を伸ばすことや異文化理解、外国語のコミュ
ニケーション力を強化できると思ったからです。大学１回生から３回生まで立命館インターナショナルハウスに住んでいました。
その時、周りの環境が異なる外国人と一緒にリアルな日常を過ごしていました、様々なトラブルも生まれました。例えば、宗教
や文化の違いからクリスマスパーティーを開くかどうかから始まり、掃除当番一つ取っても「使用人がすべき仕事」と嫌がる留
学生もいました。お祈りの時間や場所やハラルフード（イスラム教上で許された食品）の理解に至るまで、一緒に議論しながら
乗り越えることが必要なことが分かりました。他者との対話の機会、さらに共同生活での摩擦を解決する過程を多く経験できた
ことで、立命館国際寮の大きなメリットを深く感じました。
　今まで大学で学んだ知識を、私は他の学生とは比べ物にならないくらい様々な経験の中で生かすことが出来ました。その一つ
はそれぞれ先進国と発展途上国の海外スタディプログラムの参加経験です。２回生の海外スタディプログラムにヨーロッパで水
処理技術やゴミのリサイクル技術とエネルギー循環利用の町など見学して学んだ知識は、３回生の春休みにインド派遣プログラ
ムに参加した際に、インドの国家事業たる電力、飲食や交通問題解決の提案に役に立ちました。そこで、中国で育ち日本に留学
経験があり先進国を見学した経験は、インドの大学生同士と交流しながらインドのような発展途上国に存在する環境問題や資源
利用方面の問題に対して、私たちのチームで ｢ゴミ発電｣ を軸に電力供給量の底上げとゴミ処理、分別を含む環境問題に言及し
た解決策を展開しました。
　今後は大津ロータリー米山奨学生としてグローバルな視点を持ち、世界中の社会問題解決の一翼を担うことが出来れば幸いで
す。最後に大津ロータリークラブの皆様には、２年間大変お世話になることと思いますがどうかご指導宜しくお願い致します。

◆1993年9月26日生まれ　25歳
◆中国 内モンゴル自治区出身
◆立命館大学 理工学部 環境システム工学科 環境都市専攻 修士課程 1年
◆奨学生期間：2019年4月1日～2021年3月31日



■ニコニコ箱
・大津ロータリークラブの皆様にお会いできたこと
� 兼行　美香様
・カイザーファルツロータリークラブ�兼行さん、本日は、遠
路はるばるようこそいらっしゃいました。家森さんのお世話
よろしくお願いします
� 磯田　隆雄君　今井　正人君　前田　省三君
・兼行さん、ようこそ大津ロータリークラブへお越し下さいま
した� 大道　良夫君
・ドイツ�デュッセルドルフ�カイザーファルツロータリークラ
ブ�兼行　美香様、遠方よりようこそ大津ロータリークラブ
へ　ありがとうございます� 山本　勝義君
・兼行　美香様、ようこそ！家森さまのサポートありがとうご
ざいます� 連　　清春君
・兼行　美香さん、ようこそ大津RCへ� 村田　健二君
・兼行さま、大津ロータリーへようこそ� 中山　雅文君
・兼行様、ようこそおいで下さいました。これからもよろしく
お願いいたします� 財津　敏幸君
・スピーチの機会をいただきありがとうございます
� 小野　弘嗣君
・例会スピーチの機会を頂き、ありがとうございます
� 森上　和昌君
・小野さん、森上さん、本日は新入会員スピーチ御苦労様でし
た� 磯田　隆雄君　今井　正人君　前田　省三君
・小野さん、森上さん、新入会員スピーチありがとうございま
す� 安本　　進君　牧　　春彦君
・新入会員スピーチお疲れさんです。小野　弘嗣君　森上　和
昌君� 水野　定明君
・小野　弘嗣君、森上　和昌君のスピーチに感謝
� 芝野桂太郎君
・小野　弘嗣君、森上　和昌君、新入会員スピーチありがとう
ございました� 廣田　康雄君
・小野さん、森上さん、スピーチありがとうございます
� 遠藤仁兵衛君
・小野さん、森上さんの新入会員スピーチご苦労様でした

� 德田　定弘君
・小野さん、森上さん、スピーチありがとうございました
� 大道　良夫君
・小野さん、森上さん、新入会員スピーチご苦労さまでした
� 井上　和正君
・小野さん、森上さん、本日はスピーチありがとうございまし
た� 七黒　勝士君
・小野さん、森上さん、新入会員スピーチありがとうございま
した� 大林　一郎君

・小野さん、森上さん、スピーチありがとうございます
� 橋本　和正君
・小野　弘嗣さん、森上　和昌さん、スピーチありがとうござ
いました� 山本　勝義君

・小野さん、森上さん、新入会員スピーチありがとうございま
した� 杉野　善彦君

・小野様、森上様、スピーチありがとうございます
� 西山　忠彦君
・小野さん、森上さん、新入会員スピーチありがとうございま
す� 川戸　良幸君

・小野さん、森上さん、新入会員スピーチご苦労様でした
� 高橋祥二郎君
・小野さん、森上さんスピーチありがとうございました
� 前田　省三君
・小野　弘嗣君、森上　和昌君、スピーチご苦労様でした
� 増田喜代司君
・小野さん、森上さん新入会員スピーチお疲れ様でした
� 近藤　久人君
・小野さん、森上さんのスピーチに感謝して� 木村　　禎君
・小野さん、森上さんのスピーチに感謝� 船谷　昭夫君
・小野様、森上様、新入会員スピーチありがとうございました
� 保田　　亨君

・小野　弘嗣様、森上　和昌様、新入会員スピーチありがとう
ございます� 小林　洋之君

・小野さん、森上さん、スピーチありがとうございます
� 塚本　忠雄君

ガバナー杯第一回戦　突破！！  10/5㈯14：00~
　ガバナー杯予選第一回戦は、奈良RCとの対戦。
相手の投手は元高校球児だそうで、素晴らしいコン
トロール。もちろんこちらも負けてはおりません。
手に汗握る白熱の投手戦となりました。０－０で迎
えた三回の裏大津RCの攻撃で、宇野選手がソロホー
ムラン。これが唯一の得点となり、１－０で大津
RCが勝利を収めました。

　私の知る限り、今までで一番の好試合であったと思います。控えの選手も「こん
な試合では手に負えません」と、その凄さをまじまじと感じておりました。今年は
優勝が狙えるぞ！そんな決意を新たに、第二回戦に向けて士気を高めるのでした。
　次回10/19㈯�9：00プレイボール　皆さんの応援をよろしくお願いいたします。

 野球部　マネージャー　井上　伸一



今週の写真【村雲御所　近江八幡】
八幡山城（豊臣秀吉の甥の秀次が築城）本丸跡に昭和36年に日蓮宗門跡の瑞龍寺　村雲
御所（秀吉の姉の日秀尼が我が子秀次の為に1596年に建立した寺院）が京都から八幡山
に移された寺院の御門です。360年ぶりに我が城に戻ってきて祀られています。

・小野さん、森上さんスピーチありがとうございました
� 鈴木　竜哉君
・小野さん、森上さん、新入会員スピーチありがとうございま
した� 坂口　昌弘君
・小野　弘嗣さん、森上　和昌さん、新入会員スピーチありが
とうございました� 芝田　冬樹君
・小野さん、森上さん、新入会員スピーチありがとうございま
した� 新庄　博志君
・小野君、森上君、スピーチありがとうございます
� 福島　行宏君
・小野さん、森上さん、スピーチありがとうございました
� 藤田　治久君
・小野さん、森上さん、スピーチありがとうございます
� 城　　　務君
・小野さん、森上さん、新入会員スピーチありがとうございま
す� 北村　幸弘君
・小野さん、森上さん、スピーチありがとうございました
� 西居　基晴君
・小野さん、森上さん、新入会員スピーチありがとうございま
した� 田邉　伸彦君
・小野さん、森上さん、新入会員スピーチお疲れさまでした
� 板倉　一浩君
・小野さん、森上さん、新入会員スピーチおつかれ様でした
� 水野　清治君
・小野さん、森上さん、貴重なスピーチありがとうございまし
た！� 小林　　弘君
・小野さん、森上さん、新入会員スピーチありがとうございま
した� 中村　智禄君
・小野様、森上様、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、小野様、森上様、ありがとうございまし
た� 木村　　篤君
・小野さん、森上さん、新入会員スピーチありがとうございま
す� 山田　英樹君
・小野さん、森上さん、スピーチありがとうございます
� 山極　良太君
・小野様、森上様、スピーチありがとうございました
� 浜崎　大祐君
・小野さん、森上さん、本日のスピーチ有難うございます
� 宇野　晴久君
・小野さん、森上さん、本日の新入会員スピーチありがとうご
ざいました� 深尾　雅章君
・小野さん、森上さん、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
・ノーカー例会、御協力ありがとうございました。次回もよろ
しくお願い致します� 内田健一郎君
・腰痛の為、車で来てしまいました。ごめんなさい
� 宮崎　君武君
・ノーカー例会、ゴメン� 八幡　知行君

・雨と腰痛のため、ノーカー例会を無視しました。すみません
� 宮川　芳夫君
・ノーカー例会実行できず失礼� 井上　和正君
・すみません。車で来てしまいました� 川辺　惠子君
・車で例会に来てしまいました� 前田　省三君
・時間がタイトで、車で来てしまいました� 木村　　禎君
・ノーカー例会、次の用事の関係で車できました。すみません
� 連　　清春君

・ノーカー例会にも関わらず、車で来てしまいました。申し訳
ございません� 服部起久央君

・車乗ってきてしまいました� 西澤　光平君
・ノーカー例会、やむを得ず申し訳ありませんでした
� 和田　知子君
・本日ノーカー例会、やむなく車で来ました。申し訳ありませ
ん� 村田　健二君

・ノーカー例会、都合つかず車で出席です。お詫び
� 中村　智禄君
・ノーカー例会、忘れていました� 草野　　勝君
・車で来てしまいました。誠に申し訳ございません
� 太田　尚典君
・野球同好会、ガバナー杯野球大会、初戦突破おめでとうござ
います� 磯田　隆雄君

・薄氷の勝利！奈良RCに１対０で勝利。河野さんの完封、宇
野さんのホームラン、チーム�ノーエラーにてメンバーに感
謝� 寺田　利彦君
・橋本　真紀さん、山本　彰さん、塚本　忠雄さん、ガバナー
杯応援有難うございました� 寺田　利彦君

・宇野さん、ロータリー野球大会の特大決勝ホームラン！めっ
ちゃカッコイイっす^_^� 中井　　正君

・ガバナー杯、祝初戦突破！応えんありがとうございました
� 連　　清春君
・ガバナー杯野球大会初戦の勝利を祝して� 深野　裕一君
・ガバナー杯、参加の野球部メンバー　応援団長�山本　彰さ
んをはじめ橋本　真紀さん、塚本　忠雄さん、ありがとうご
ざいました� 福島　行宏君
・６日㈰に大津祭曳山ミニチュア化事業完成・展示披露式があ
りました。細部まで精巧に制作された「源氏山」のミニチュ
アです。ぜひ大津駅でご覧下さい� 大道　良夫君

・西村　均さん、たいへんお世話になりました� 寺田　利彦君
・誕生日記念品を頂いて� 井門　一美君
・妻の誕生日を祝っていただいて� 井上　和正君
� 小　　計　　87件　　96,000円　
� （本年度累計　1,041件　1,635,000円）
■米山奨学寄付金
米山功労者
・米山月間に因んで劉　宗沛君のスピーチに感激
� 細田　光藏君（累計　933,000円）
� 小　　計　　10,000円　
� （本年度累計　1,490,000円）

国際ロータリー為替レート　2019年10月
1ドル＝108円

▼
新
入
会
員
ス
ピ
ー
チ

チョッと一言
「成功という理想は、そろそろ奉仕という理想に取ってかわ
られてしかるべき時だ」どこかロータリークラブにも通じる
ような．．．アインシュタインの言葉です。� 藤田　治久

お誕生祝い　竹内みどりさん（事務局員）

小野　弘嗣君森上　和昌君

グローバル補助金奨学生 家森 正志氏の受入先である
デュッセルドルフ・カイザーファルツロータリーク
ラブの直前会長の兼行 美香さんが来日され、家森さ
んの近況をスピーチしていただきました。


