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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）
※11月12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

第3527回例会　2019．12．10
　▶食事・自由懇談
12：30　点鐘・開会

　▶ロータリーソング「手に手つないで」
　▶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
　▶クラブ会報委員会担当例会スピーチ
　　「報道機関とまちづくりの関わり」

� クラブ会報委員会　委員　藤田　治久君

� 北村　幸弘君

　▶ニコニコ箱の発表
13：30　閉会・点鐘

2019年 ロータリーカレンダー
疫病予防と治療月間

12月11日㈬ 高島RC変更〇

12日㈭
大津RAC12月第1例会「国際問題について考えよう例
会」 19：30～21：00 於 大津市旧大津公会堂／湖南RC
変更〇／彦根RC変更〇

13日㈮ 守山RC変更〇

14日㈯
ゴルフ同好会12月例会 8：21スタート 於 瀬田ゴルフ
コース北コース・ゴルフ同好会忘年会 18：00～ 於 び
わ湖大津プリンスホテル

15日㈰

16日㈪ 五個荘能登川RC変更〇

17日㈫

大津RC例会（3528回）　例会運営委員会担当例会ゲス
トスピーチ「歩いて読みとく地域デザイン」大阪ガス
株式会社 近畿圏部 都市魅力研究室長 山納 洋（ヤマノ
ウ ヒロシ）氏／俳句同好会 例会終了後 於 琵琶湖ホテ
ル／野洲RC変更×／水口RC変更〇／彦根南RC変更×

18日㈬ 大津東RC変更〇／八日市南RC変更×

19日㈭

大津RAC12月第2例会「クリスマス例会」 19：00～
21：00 於 ハワイアンキッチンズ／びわ湖大津プロバ
スクラブ第19回例会 17：00～18：00　於 ホテルテトラ
大津・京都／大津西RC変更〇／びわ湖八幡RC変更〇

20日㈮ 長浜東RC変更〇／大津中央RC変更〇

21日㈯

22日㈰

23日㈪ 長浜RC変更〇

24日㈫

大津RC例会（3529回）　「クリスマス親睦会」例会 
17：30～17：55・クリスマス親睦会  18：00～21：00　
於 琵琶湖ホテル「瑠璃」／水口RC休会〇／長浜北RC
休会×／彦根南RC休会×

25日㈬ 大津東RC休会×／八日市南RC休会×

26日㈭ 大津西RC休会×／栗東RC休会×／湖南RC変更〇／草
津RC変更×／彦根RC休会×／びわ湖八幡RC休会×

27日㈮ 大津中央RC休会×／東近江RC休会×／長浜東RC休
会×／守山RC休会〇

28日㈯

29日㈰

30日㈪ 長浜RC休会×／五個荘能登川RC休会×

31日㈫ 大津RC休会／野洲RC休会×／長浜北RC休会×／水
口RC休会〇

○印は平常通り受付、×印はビジター受付なし

「東京日本橋の麒麟」杉野　善彦会員

第2650地区
大津ロータリークラブ 週報　
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直前会長（理事）
磯田　隆雄 君

副会長（理事）
杉野　善彦 君

会　長（理事）
山本　勝義 君

会長エレクト（理事）
七黒　勝士 君

副幹事
西居　基晴 君

副会場監督
浜崎　大祐 君

副会場監督
川辺　惠子 君

副会計
中山　雅文 君

副会計
城　　　務 君

副幹事
福島　行宏 君

クラブ奉仕理事
本郷　庄市 君

12月３日㈫の年次総会において、次の方々が2020-21年度理事役員として選出されました。

職業奉仕理事
高橋 祥二郎 君

社会奉仕理事
山本　　彰 君

国際奉仕理事
中村　智禄 君

青少年奉仕理事
木村　　隆 君

幹　事（理事）
川戸　良幸 君

会　計（理事）
村田　健二 君

会場監督（役員）
新庄　博志 君

2020-21年度 理 事 ・ 役 員

■2019-20年度 年次総会を開催
　　　磯田会長の議長により下記の議案が承認されました。
　　　　第一号議案　大津ロータリークラブ定款細則改定の件
　　　　第二号議案　大津ロータリークラブ次年度理事・役員の選出の件

大津ロータリークラブ創立70周年実行委員長として、大道 良夫君が選出されました。



速 報　野球部、ガバナー杯優勝！

幹　事　報　告
▪大津ロータリークラブからの連絡事項
　・12月３日㈫開催の理事・役員会承認事項
　　①親睦活動委員会�会員親睦会�事業報告（中間報告）
　　②社会奉仕委員会�大津４RC合同奉仕事業プロジェク

ト事業
　　③ロータリー財団地区補助金報告書の件
　　④社会奉仕委員会�第35回ふれあいフォトコンクール

協賛事業報告
　　⑤青少年奉仕委員会�青少年に父性母性を届けよう�事

業報告
　　⑥国際奉仕委員会�タイ・チェンマイ浄水器現状視察

事業報告
　　⑦ロータリー財団委員会11月５日例会事業報告
　　⑧例会運営委員会11月12日例会事業報告
　　⑨例会運営委員会11月19日例会事業報告
　　⑩職業分類委員会11月26日例会事業報告
　　⑪辻川幹男君�退会の件
　　⑫松井弘一君�退会の件
　　⑬宮崎君武君�退会の件

　　⑭辻川幹男君�名誉会員推戴の件
　　⑮宮崎君武君�名誉会員推戴の件
　　⑯創立70周年記念事業運営について
　　⑰理事候補者１名が理事役員会に常任オブザーバー

として出席する件
　　⑱2019-20年度第５回クラブ協議会について
　　⑲国際奉仕委員会�２月４日例会事業計画の件
　　⑳例会運営委員会�２月25日例会事業計画の件
　　㉑2019-20年度　地区大会の登録・参加方法について
　　㉒2019-20年度　地区大会「新会員セミナー」登録料

補助の件
▪各種会議・行事出席報告
　・12月８日㈰第31回佐竹力總ガバナー杯野球大会決勝

が京都市吉祥院野球場にて開催され、大津RCは京都
伏見RC様に10対１で勝利し、優勝しました。

　・12月８日㈰第2650地区2019-20年度�年末交流会がキャ
ンパスプラザ京都にて開催され、曽根久統米山奨学
委員長が参加されました。

▪2650地区等からの連絡及び通知事項
　・12月のロータリー為替レートは１ドル当たり108円

（現行108円）です。

第38回歩こう会「明智光秀の戦の足跡を探る」
� 服部�起久央
　12月１日㈰、師走に入ったというものの前日までとはうってかわった陽気に恵まれて９名の参加の下に第
38回の歩こう会が挙行されました。
　最初に訪れたのは、長岡京市の勝龍寺城跡でした。ここは、明智光秀の娘である細川ガラシャが細川忠興
と新婚生活を過ごした場所であり、本能寺の変の後、山
崎の合戦で敗れた光秀が逃げ帰ったことで落城したと言
われております。来年より放映される大河ドラマ「麒麟
がくる」に登場するかどうかはわかりませんが…。
　その後、「幻の都」といわれていた長岡京の研究に取り
くみ、その所在地を確定させた中山修一先生の記念館、
サントリー京都ブルワリーを訪れた後、京都の紅葉スポッ
トである東福寺にて今回の歩こう会を締めくくりました。



今週の写真【東京日本橋の麒麟】
映画「麒麟の翼｝のポスター背景になった。
日本橋の麒麟です。今まで全く気づきませんでした。

■ニコニコ箱
・年次総会を無事終えて� 磯田　隆雄君
・総会ご承認ありがとうございます� 今井　正人君
・次年度�直前会長を拝命させていただいて
� 磯田　隆雄君
・次年度�理事�役員を御承認賜り、ありがとうござい
ました� 山本　勝義君

・次年度�会長エレクトを拝命して� 七黒　勝士君
・次年度�理事にご選任いただいて� 杉野　善彦君
・2020-21年度（次年度）理事にご専任いただいて。
がんばりますので、よろしくお願いします
� 川戸　良幸君
・次年度�会計理事を拝命し、よろしくおねがいしま
す� 村田　健二君

・次年度�クラブ奉仕理事を拝命して� 本郷　庄市君
・クリスマス例会、欠席にて失礼致します。次年度�
理事を拝命して� 高橋祥二郎君

・次年度�社会奉仕委員長、理事を拝命しました。よ
ろしくお願い致します� 山本　　彰君

・次年度�国際奉仕理事を拝命して、どうぞよろしく
お願いします� 中村　智禄君

・次年度�理事を拝命して� 木村　　隆君
・次年度�会場監督を仰せつかりました。どうぞよろ
しくお願いします� 新庄　博志君

・創立70周年実行委員会委員長を仰せつかりました。
皆様のご支援ご協力をお願い申し上げます
� 大道　良夫君
・次年度�副幹事を拝命して� 福島　行宏君
・次年度�副会計をつとめさせて頂きます。宜しくお
願いします� 城　　　務君

・副会場監督を拝命して� 川辺　惠子君
・次年度�副会場監督を拝命して� 浜崎　大祐君
・次年度�山本会長はじめ理事・役員の皆さんの活躍
に期待します� 井上　和正君

・次年度�理事・役員の方々、誠に御苦労様です。よ
ろしくお願い致します� 寺田　利彦君

・本日の総会で選出されました。2020-21年度�理事・
役員の皆様に敬意を表します� 服部起久央君
・次年度�理事・役員の皆様、ご健闘をお祈りいたし
ます� 増田喜代司君　連　　清春君

・2019-20年度�年次総会を祝して！� 牧　　春彦君
・年次総会を祝して� 斎藤　英一君
・関係者の皆さま、年次総会のご報告ありがとうござ
いました� 小林　　弘君

・次年度�役員の皆様のご活躍を祈念いたします
� 松山　延寿君
・次年度�理事役員の皆様のご活躍を祈念して
� 山極　良太君
・増田国際奉仕委員長、大変すばらしい奉仕事業を成
功して頂きありがとうございます
� 磯田　隆雄君　今井　正人君
・X’mas例会楽しみにしています� 小林　洋之君
・クリスマス例会の歌の練習がんばります
� 鈴木　竜哉君

・歩こう会・第38回例会に参加させていただいて
� 磯田　隆雄君
・12月１日の歩こう会に参加いただきありがとうござ
います。次回もよろしく� 清水　　晟君

・第38回歩こう会、お疲れさまでした。楽しい１日を
過ごさせて頂きました� 北村　幸弘君
・野球部の皆さん12/８の決勝戦ガンバッテ下さい
� 畑野　　宏君　船谷　昭夫君
・今週末のガバナー杯野球大会の優勝を祈念して！
� 深野　裕一君
・野球部の優勝を祈念して� 塚本　忠雄君
・野球部の優勝を祈って� 藤田　治久君
・野球部の皆さん、優勝決定戦頑張ってください
� 西居　基晴君
・ガバナー杯�決勝、良い結果を！� 小野　弘嗣君
・ガバナー杯野球優勝を祈念して� 松本　伸夫君
・野球部の優勝を願って、頑張って下さい
� 太田　尚典君
・野球部のガバナー杯優勝を祈念しています
� 深尾　雅章君
・大津ローターアクトクラブ年度後半の活動も頑張っ
て下さい� 高木　　浩君
・東京の孫に嬉しい事がありました� 西尾　利二君
・改装されたびわ湖花街道素敵でした。お料理、お部
屋、お風呂、どれも素晴らしかったです。佐藤さん
大変お世話になりました！� 財津　敏幸君
・お誕生日の皆様、おめでとうございます
� 中堀　敏信君　𠮷田　和行君　田中　　満君
・阪田さん、水野さん、中井さん、お誕生日おめでと
うございます� 保田　　亨君
・お誕生祝いの皆様、おめでとうございます
� 吉居　龍治君
・お誕生日のみな様、おめでとうございます
� 草野　　勝君
・阪田さん、水野清治さん、中井さん、お誕生日おめ
でとうございます� 宇野　晴久君
・おたん生日の皆様、おめでとうございます
� 山本　浩司君
・誕生日を祝っていただいてありがとうございました
� 森上　和昌君
・誕生日自祝！！� 水野　清治君
・誕生会自祝� 阪田　敏郎君
・また家内の誕生日が来てしまって…� 宮川　芳夫君
・妻の誕生日自祝� 七黒　勝士君
・妻の誕生日を祝って頂いて� 今井　正人君
・妻の誕生日を祝って頂いてありがとうございます
� 人見　能暢君
� 小　　計　　63件　　126,000円　
� （本年度累計　1,533件　2,314,000円）

国際ロータリー為替レート　2019年12月
1ドル＝108円

チョッと一言
人生の大きさはどの様にしてはかるのだろうか。ある人は成功体験の多さにそれを求めるかも
知れません。しかし、ちょっと違う気がします。むしろ、失敗の大きさなのではないでしょうか？
人生の大きさ＝失敗の大きさ？� 藤井　節治


