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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　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）
※10月1日㈫のMake-up後の出席率 100％ （121名／121名）
◦お客様
　アリソン・テイラー御夫妻（元青少年交換学生） 計２名

第3522回例会　2019．11．5
　▶食事・自由懇談
12：30　点鐘・開会
　▶国歌斉唱
　▶ロータリーソング「我等の生業」
　▶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
　▶ロータリー財団委員会担当例会スピーチ
　　「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
　▶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
　・11月２日㈯～４日㈪大津市内４クラブ共同主催SRCスペースロ
ボットコンテスト全国大会2019の協賛金、補助金の最終報告です。

　　　企業からの広告協賛金　　　41件　255万円
　　　大津市内４ＲＣ事業費　　　４件　100万円
　　　地区財団補助金　　　　　　　　　145万円
　　　別途協賛金　　　　　　　　３件　　90万円
　　　合　　　計　　　　　　　　　　　590万円
▪各種会議・行事出席報告
　・11月２日㈯～４日㈪大津市内４クラブ共同主催SRCスペースロ
ボットコンテスト全国大会2019が滋賀県立体育館で開催され、
大津RCからは、前日準備を含め述べ44名が参加されました。

▪2650地区等からの連絡及び通知事項
　・第2650地区�地区災害対策基金特別委員会より、「千葉県を中心
とした台風15号災害復興義捐金支出の件」の報告が届いており

2019年 ロータリーカレンダー
ロータリー財団月間

11月６日㈬ 第2組上期情報集会 16：00～17：30：懇親会 17：30
～ 於 串揚げ三昧honobono／大津東RC変更〇

７日㈭ 大津西RC休会〇

８日㈮ 第8組上期情報集会 16：30～18：00：懇親会 18：00
～ 於 新近江別館／守山RC休会〇

９日㈯

2019-20年度 国際奉仕セミナー 13：00～15：00：米国
ハワイ州ホノルル国際大会説明会 15：30～17：00　於 
メルパルク京都 5階 会議室B／第35回ふれあいフォト
コンクール表彰式 14：00～ 於 ふれあいプラザ4階ホー
ル（明日都浜大津）

10日㈰
11日㈪

12日㈫

大津RC例会（3523回）　例会運営委員会担当例会ゲス
トスピーチ「明智光秀と坂本」大津市歴史博物館 学芸
員 高橋 大樹氏／第1回会員増強委員会 13：35～　於 
「瑠璃」前ホワイエ／第7組上期情報集会 16：30～
18：00　於 びわ湖大津プリンスホテル 3階「瀬田」：懇
親会 18：00～ 於 フランス料理 ボーセジュール（38階）
／長浜北RC変更〇

13日㈬

14日㈭ 大津RAC11月第1例会「環境問題について知ろう例会」 
19：30～21：00 於 大津市旧大津公会堂

15日㈮ 長浜東RC変更〇

16日㈯
タイ チェンマイ浄水器設置小学校訪問（国際奉仕事
業）（～19日㈫）／青少年奉仕事業「青少年に父性母性
を届けよう」13：00～16：00　於 児童養護施設 小鳩
の家

17日㈰

18日㈪ 国際奉仕委員会事業「タイ・チェンマイ浄水器現状視
察事業」於 タイ国チェンマイ小学校

19日㈫
大津RC例会（3524回）　例会運営委員会担当例会会員
スピーチ「外国人雇用の現状について」木村 和央君
／俳句同好会 例会終了後 於 琵琶湖ホテル／長浜北
RC休会×

20日㈬ 近江八幡RC休会×

21日㈭
びわ湖大津プロバスクラブ第18回例会 17：00～18：00　
於 ホテルテトラ大津・京都／大津西RC休会〇／びわ
湖八幡RC休会×／栗東RC休会×／草津RC休会×

22日㈮ 東近江RC休会×

23日㈯ 《勤労感謝の日》第31回佐竹力總ガバナー杯野球大会
（準決勝）15：00～17：00　於 京都市吉祥院野球場

24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Ⅲ研修会 9：40～16：30　於 京都文教学園

25日㈪

26日㈫
大津RC例会（3525回）　職業分類委員会担当例会ス
ピーチ「職業分類の過去から未来へ」委員会メンバー・
会員 齊藤 壽一君

○印は平常通り受付、×印はビジター受付なし

ます。
　　支援金額　会員一人あたり＠200円目安　金100万円
　　送 金 日　2019年10月15日㈫
　　台風19号の被害に対する支援については検討中です。
　・11月のロータリー為替レートは１ドル＝108円（現行108円）です。

「国際大会にて」芝田　冬樹会員

第2650地区
大津ロータリークラブ 週報　
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情 報 集 会

第１組　10月23日㈬　16：30～18：00
於 あたか飯店 大津店　　リーダー　村木康弘 君

第３組　10月29日㈫　16：30～18：00
於 琵琶湖汽船 会議室　　リーダー　芝田冬樹 君

第４組　10月29日㈫　16：30～18：00
於 日本料理 新月　　リーダー　和田知子 君

第６組　10月29日㈫　16：30～18：00
於 琵琶湖汽船 会議室　　リーダー　藤田治久 君

〈Information〉
公　　示

　会長エレクト選考委員会、理事指名委員会は大津ロータリークラブ細則第３条により各々下記の通り候補
者を選出し、大津ロータリークラブ理事会はこれを承認致しましたので、ここに公示します。
2020-21年度　会長エレクト候補者：七黒　勝士 君
2020-21年度　理　事　候　補　者：本郷　庄市 君・木村　　隆 君・杉野　善彦 君・川戸　良幸 君
　　　　　　　　　　　　　　　　高橋祥二郎 君・山本　　彰 君・ 村田　健二 君・中村　智禄 君

告　　示
立候補受付：2020-21年度会長エレクト・理事に立候補される方は、本日（10月29日）より10日以内に書面に

より幹事までご提出ください。



■ニコニコ箱
・大津ロータリークラブに40年ぶりに訪問でき、みな
さまありがとうございます
� アリソン・テイラー様　スティーブン・ルーク様
・アリソン・テイラーさん御夫妻、40年ぶりの大津
RC例会御参加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
・アリソン・テイラーさん、ようこそ大津ロータリー
クラブへ。父もよろこんでいる事と思います
� 山本　勝義君
・アリソン・テイラー様、大津RCへようこそ
� 城　　　務君
・スピーチの機会を頂き、ありがとうございました
� 近藤　久人君
・スピーチの機会を頂き、ありがとうございました
� 河野　孝宏君
・近藤さん、河野さん、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
・近藤さん、河野さん、新入会員スピーチご苦労さま
でした� 德田　定弘君

・近藤久人君、河野孝宏君のスピーチに感謝
� 二橋　昭夫君
・近藤氏、河野氏のスピーチに感謝� 松平　智康君
・近藤さん、河野さん、新入会員スピーチご苦労様で
した� 清水　　晟君

・近藤君、河野君、スピーチご苦労様でした
� 井門　一美君
・近藤さん、河野さん、本日はスピーチありがとうご
ざいました� 七黒　勝士君

・近藤さん、河野さん、新入会員スピーチありがとう
ございます� 橋本　和正君

・近藤久人さん、河野孝宏さん、会員スピーチありが
とうございました� 山本　勝義君

・新入会員スピーチ、近藤様、河野様ありがとうござ
います。明るく楽しくなりました� 川戸　良幸君

・近藤さん、河野さん、新入会員スピーチご苦労様で
した� 高橋祥二郎君

・近藤さん、河野さん、スピーチありがとうございま

す� 牧　　春彦君
・新入会員スピーチ、近藤さん、河野さん、ありがと
うございました� 木村　　禎君
・近藤さん、河野さん、新入会員スピーチありがとう
ございました� 斎藤　英一君
・近藤さん、河野さん、新入会員スピーチご苦労様で
す� 山本　　彰君
・近藤さん、河野さんのスピーチに感謝して
� 船谷　昭夫君
・近藤様、河野様、新入会員スピーチありがとうござ
いました� 連　　清春君
・近藤さん、河野さん、新入会員スピーチありがとう
ございます� 深野　裕一君
・近藤久人様、河野孝宏様、新入会員スピーチありが
とうございます� 小林　洋之君
・近藤さん、河野さん、新入会員スピーチありがとう
ございます� 塚本　忠雄君
・近藤さん、河野さん、新入会員スピーチありがとう
ございました� 坂口　昌弘君
・近藤君、河野君、スピーチありがとうございます
� 福島　行宏君
・近藤さん、河野さん、スピーチありがとうございま
した� 藤田　治久君
・近藤さん、河野さん、新入会員スピーチありがとう
ございます� 北村　幸弘君
・近藤さん、河野さん、新入会員スピーチありがとう
ございました� 中村　智禄君
・近藤さん、河野さん、新入会員スピーチありがとう
ございました� 阪田　敏郎君　西居　基晴君
・河野さん、近藤さん、スピーチ楽しく拝聴致しまし
た。おつかれ様でした� 和田　光平君
・近藤さん、河野さん、新入会員スピーチごくろうさ
まです� 木村　和央君
・近藤さん、河野さん、新入会員スピーチありがとう
ございました� 福田　義彦君
・近藤さん、河野さん、新入会員スピーチお疲れ様で
した。斉藤達雄さん大津RCにようこそ
� 財津　敏幸君

1978-79年度 青少年交換学生 
 アリソン・テイラーさんが来日されました

▪プロフィール▪
　1979年（昭和54年）１月15日　オーストラリアより来日
　　　　　　　　　１月17日から滋賀県立大津高等学校へ編入
　1980年（昭和55年）１月12日　帰国
▪ホストファミリー▪
　1979年１月15日～７月１日　　　　日比野通弘様宅
　1979年７月１日～10月１日　　　　山本　藤雄様宅
　1979年10月１日～1980年１月12日　村田　光夫様宅

　1979年１月から青少年交換学生としてオーストラリアよ
り１年間滋賀県立大津高校に留学されていたアリソン・テ
イラーさんがご主人と共に訪日され、大津RCの例会に出
席されました。



今週の写真【国際大会にて】
ハンブルク市内にて、デンマークのガバナー様と記念撮影をしました。
英語がもっと話せるとより交流ができたのに、と思いました。

▶新入会員スピーチ

・近藤様、河野様、新入会員スピーチありがとうござ
いました� 人見　能暢君

・近藤さん、河野さん、スピーチ有難うございます
� 大塚　　滋君
・近藤様、河野様、新入会員スピーチありがとうござ
いました� 浜崎　大祐君

・近藤さん、河野さん、スピーチありがとうございま
した� 橋本　真紀君

・近藤さん、河野さん、新入会員スピーチご苦労様で
した。参考になりました� 田中　　満君

・歴史ある大津ロータリークラブに入会させていただ
きありがとうございます� 斉藤　達雄君

・斉藤達雄さん、本日は入会おめでとうございます
� 磯田　隆雄君　今井　正人君　前田　省三君
・斉藤達雄君の入会を祝して� 安本　　進君
・斉藤達雄さんの入会を祝して� 水野　定明君
・朝日ビール�斉藤達雄さんの入会をお祝いして
� 德田　定弘君
・斉藤氏の入会を祝して� 松平　智康君
・斉藤さん、楽しいロータリーライフを過ごして下さ
い� 本郷　庄市君

・斉藤達雄君のご入会を祝して
� 井上　和正君　村田　健二君
・斉藤達雄さん、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
� 七黒　勝士君　山本　勝義君
・斉藤達雄さんの入会をお祝いして� 大林　一郎君
・斉藤達雄さん、ようこそ大津ロータリークラブへ
� 杉野　善彦君
・斉藤さんの入会を祝して。ロータリーを楽しんで下
さい� 木村　　禎君

・斉藤達雄君の入会を祝して
� 連　　清春君　山本　　彰君
・斉藤様、ご入会おめでとうございます
� 保田　　亨君
・斉藤達雄様、大津RCご入会おめでとうございます。
今後共宜しくお願い致します� 和田　知子君

・斉藤達雄さん、入会おめでとうございます
� 芝田　冬樹君
・斉藤達雄君の入会を祝して� 福島　行宏君
・斉藤達雄さんの入会を祝して！� 中村　智禄君
・斉藤様、ご入会おめでとうございます
� 板倉　一浩君
・斉藤さん、ようこそ大津ロータリーへ
� 水野　清治君
・斉藤さん、ご入会おめでとうございます
� 草野　　勝君
・斉藤様、ご入会おめでとうございます
� 太田　尚典君
・斉藤様の入会を祝して� 山極　良太君
・斉藤達雄さん、ご入会おめでとうございます
� 深尾　雅章
・斉藤さん、ご入会おめでとうございます

� 谷　　祐治君
・斉藤さんのご入会を祝して� 山本　浩司君
・10月15日職業奉仕委員会坂口委員長はじめ委員の皆
様ありがとうございました
� 磯田　隆雄君　今井　正人君
・10月15日職業奉仕委員会事業、牧さん、杉野さんお
世話になりました� 磯田　隆雄君　今井　正人君

・事業所見学、ご参加ありがとうございました。牧さ
ん、杉野さんお世話になりました� 坂口　昌弘君
・牧さん、事業所案内ありがとうございました
� 福島　行宏君
・10月28日、14回目の生前命日を迎えました。生かさ
れていることに改めて感謝� 德田　定弘君
・うれしいことがありました� 二橋　昭夫君
・安本さん気遣いありがとうございます
� 磯田　隆雄君
・親睦委員会�第３の斉藤さん、大活躍を期待します
� 奥村　利樹君
・情報集会第１組の皆様、欠席いたしまして申し訳あ
りませんでした� 松山　延寿君
・夫の誕生日を祝って頂いてありがとうございました
� 川辺　惠子君
・妻の誕生日を祝っていただいてありがとうございま
した� 中村　智禄君
・妻の誕生日を祝っていただいて� 田邉　伸彦君
・本日早退します。申し訳ありません� 服部起久央君
・早退お詫び申し上げます� 佐藤　祐子君
� 小　　計　　94件　　110,000円　
� （本年度累計　1,205件　1,835,000円）

■21世紀ファンド寄付金
・大津ロータリークラブに入会させていただき、あり
がとうございます� 斉藤　達雄君

� 小　　計　　10,000円　
� （本年度累計　130,000円）

国際ロータリー為替レート　2019年11月
1ドル＝108円

チョッと一言
「教育」と言えば、一般的には教え育むことだと思いますが、教えない
「教育」というのもあると思います。親の背中を見て育つのもその一つ
ですが、ロータリークラブの先輩も親と同じですね。� 藤井　節治

近藤　久人君 河野　孝宏君


