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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 12名）
　出席規定適用会員数　　100名（内 出席者数 94名）
　出席会員数106名　出席率 94．64％ （106名／112名）
※11月5日㈫のMake-up後の出席率 100％ （121名／121名）

第3526回例会　2019．12．3
　▶食事・自由懇談
12：30　点鐘・開会
　▶国歌斉唱
　▶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
　▶2019-20年度年次総会
　▶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
　・11月30日㈯ローターアクト第２回会長幹事会並びに部門別

協議会がリーガロイヤルホテル京都にて開催され、水野清
治ローターアクト副委員長が出席されました。

　・11月30日㈯第2650地区2020－21年度第１回ガバナー補佐研
修セミナーが、京都ホテルオークラにて開催され、山田督
ガバナー補佐が出席されました。

　・12月１日㈰第38回歩こう会が開催され、磯田隆雄会長、清
水晟君はじめ９名が参加されました。

▪2650地区等からの連絡及び通知事項
　・2650地区より「アクトの日 報告書」が届いております。

2019年 ロータリーカレンダー
疫病予防と治療月間

12月４日㈬
５日㈭ 大津西RC変更〇
６日㈮
７日㈯

８日㈰

第31回佐竹力總ガバナー杯野球大会（決勝・三位決定戦）
3位決定戦 10：30～ 優勝決定戦 12：30～　於 京都市吉
祥院野球場／第2650地区 2019-20年度 年末交流会  
18：00～21：00　於 キャンパスプラザ京都 2階ホール

９日㈪

10日㈫
大津RC例会（3527回）　クラブ会報委員会担当例会会
員スピーチ「報道機関とまちづくりの関わり」藤田 
治久君・北村 幸弘君／彦根南RC変更〇

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／長浜北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㈭
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×

○印は平常通り受付、×印はビジター受付なし

　　滋賀ゾーンは献血活動の報告をしております。
　・SRCスペースロボットコンテスト全国大会2019実行委員会

より、11月２日～４日に開催された全国大会の事業報告書
が届いております。

　  ・RI日本事務局より財団NEWS12月号が届いております。

「きりん、僕のこと？」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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稲見　隆史

大津ロータリークラブの退会にあたって�

　10月２日付にて退会させていただきました 稲見 でございます。
　本年７月の入会から短い期間での退会となりましたこと、誠に申し訳ございません。
　大津には２年間住まわせていただきました。
　その間、琵琶湖をはじめとする自然、深い歴史のある文化などに触れさせていただき、また、地域を守り・支
える方々の熱い「想い」にも感銘を受けてきました。
　大津ロータリークラブの皆様にも、あたたかく迎えていただき、さらに滋味深く時間を送ることができました。
　私が、大津・滋賀にどれだけ貢献できたか、というところは、誠に忸怩たるところではございますが、皆様か
ら学ばせていただいた「想い」をしっかり胸に刻んで、これからに活かしてまいりたいと思います。
　いろいろお世話になりましたが、退会にあたって、ひとつだけお願いをさせていただけるのであれば、私の後
任者が入会できた際には、あたたかく迎えていただければと存じます。
　今後の大津ロータリークラブの盛会、皆様のご健勝とご活躍を祈念させていただきます。
　本当にお世話になりました。ありがとうございました。

例会運営委員会　委員長　川戸　良幸

国際ロータリー第2650地区2019-20年度
ロータリー・リーダーシップ研究会（RLI）
PartⅠ・Ⅱ・Ⅲ研修会に参加して

　この度、11月24日㈰、表題の研究会のPartⅢに参加して来ました。PartⅠは「ロータ
リアンとしての私」・PartⅡは「私たちのクラブ」・PartⅢは「私のロータリーの旅」と、
ロータリーとの関係性を「私・私たち・社会」として学んで参りました。「リーダーシッ
プ・奉仕・会員組織強化」を三本柱に、ロータリアンとしての成長とロータリー観の確
立へのアプローチを知ることが出来ました。
　閉会式では、佐竹ガバナーと松原ガバナーエレクトより修了に当たり、下記の内容の
ご挨拶を頂きましたので、ご紹介します。

　「古くて古いものは滅びる・新しくて新しいものも滅びる・古くて新しいものは永遠に不滅である。」
　各地域に育まれた伝統は文化であります。その文化を守るだけではなく、新たな挑戦を次の世代につなげてい
くことであります。地域クラブが伝統を守りつつ新たな時代に新たなものを創造してください。それが「伝統と
は革新の連続・不易流行」なのです。
　クラブは地域社会のリーダーとして会員相互の理解を深め、中核的価値観（親睦、高潔性、多様性、奉仕、リー
ダーシップ）に基づくロータリー理念を学び合い、ロータリービジョン声明にのっとり行動しましょう。
　以上が、ご挨拶の概要であります。
　ロータリアンの一員として、職業人と地域社会とのネッ
トワーク活動、人々への奉仕活動、高潔さを奨励し、世界
理解、善意、平和を希求するRIの使命を実行するために、
どのようにリーダーシップを発揮しなければならないかを
気付かせ、理解させていただいた「ロータリー・リーダー
シップ研究会（RLI）」でした。
　充分な理解は出来ませんでしたが、貴重な機会と気付き
をいただいた事に感謝を申し上げます。ありがとうござい
ます。



　７月にクラブテーマである「つなぐ」を実践するため、①知識と経験を繋ぐ②手段と方法を繋ぐ③人と人を繋ぐ　の
３本柱で活動していくことを目標として掲げました。
　この半年間は「前からずっとそうだったから」という理由で継続していたルールを改めて見直し、改善し整えてきま

した。また、例会運営については新入
会員にも準備計画段階から取り組んで
もらい、当事者意識を持って参加して
もらえるよう意識して進めてきました。
　その結果、例会時には各々が積極的
に取り組むようになり、地区の行事に
も参加する会員が増えてきました。今
後は、整えたルールや方法をしっかり
と伝え、理解してもらうことを目標と
して努めていきます。
　楽しい活動は全力で楽しみ、学ぶと
きは集中して大津ローターアクトクラ
ブで活動してよかったと思えるように
日々活動していきたいと思います。提
唱いただいております大津ロータリー
クラブの皆さま、ご指導、ご鞭撻のほ
どよろしくお願いいたします。
　大津ローターアクトクラブ　会長
� 　田中　節乃

■ニコニコ箱
・籔本委員長、齊藤さん、楽しい卓話ありがとうございまし

た 磯田　隆雄君　今井　正人君　前田　省三君
・本日のみ職業分類委員として、スピーチさせて頂きまし

た！ 齊藤　壽一君
・籔本さん、齊藤さんのスピーチに感謝 安本　　進君
・籔本氏、齊藤氏のスピーチに感謝 松平　智康君
・職業分類委員会 籔本委員長、齊藤さん、スピーチありが

とうございました 大道　良夫君
・籔本さん、齊藤さん、本日は「職業奉仕について」のスピー

チありがとうございました 七黒　勝士君
・籔本様、齊藤様、例会スピーチありがとうございます
 橋本　和正君
・職業分類委員会 委員長 籔本　俊作さん、齊藤　壽一さん、

本日はスピーチありがとうございます 山本　勝義君

大津ローターアクトクラブ　2019-20年度半年をむかえて

10月10日㈭　救護に関する基礎知識を学ぼう例会 10月22日㈫　滋賀ゾーン合同例会

11月14日㈭　琵琶湖を知ろう例会

ローターアクト第２回会長幹事会
� 並びに部門別協議会

ローターアクト委員会　副委員長　水野　清治
　11月30日㈯ローターアクト第２回会長幹事会並びに部門別協議会に参加させて頂きました。地区からは約150名の方が
参加されました。地区をゾーンに分け、アクトの日と題しゾーン毎に奉仕の活動報告から始まり、その活動内容には、e
スポーツやパラスポーツを取り入れた活動もあり、アクターならではの斬新な奉仕の活動内容に刺激を受けました。そ
の後はローターアクト部門別協議会のA部門「奉仕活動部門」プログラムに参加させて頂き、ロータリアンとしてそれぞ
れの奉仕委員会が縦割りではなく、アクターに対してクロスプロモーションしていく必要性を感じました。プログラム
のメインは地区国際奉仕委員長の岡村遍導氏の自身の体験による講義を聴かさせて頂き、大変充実した半日を過ごさせ
て頂きました。

11月27日㈬　俳句例会



今週の写真【きりん、僕のこと？】
久しぶりに動物園に行きました。
ひょっこりと愛らしい表情をしてくれました。

▶担当例会スピーチ

・職業分類委員長 籔本様、齊藤様、スピーチありがとうご
ざいます 川戸　良幸君

・籔本さん、齊藤さん、スピーチありがとうございました
 中堀　敏信君
・籔本さん、齊藤さん、担当例会スピーチご苦労様でした
 高橋祥二郎君
・籔本さん、齊藤さん、例会スピーチありがとうございまし

た 近藤　久人君
・籔本さん、齊藤さん、スピーチありがとうございます
 牧　　春彦君
・籔本さん、齊藤さん、職業分類委員会スピーチありがとう

ございました 斎藤　英一君
・籔本　俊作様、齊藤　壽一様、例会スピーチありがとうご

ざいます 小林　洋之君
・籔本さん、齊藤さん、例会スピーチありがとうございます

 𠮷田　和行君
・齊藤　壽一様、会員スピーチ有難うございました
 和田　知子君
・籔本さん、齊藤さんのスピーチに感謝して 村田　健二君
・籔本様、齊藤様、例会スピーチありがとうございます
 塚本　忠雄君
・齊藤　壽一さん、職業分類のスピーチありがとうございま

した 奥村　利樹君
・籔本様、齊藤様、スピーチお疲れ様でした 岡井　克之君
・籔本さん、齊藤さん、スピーチありがとうございます
 鈴木　竜哉君
・籔本さん、齊藤さん、スピーチありがとうございました
 福島　行宏君
・籔本さん、齊藤さん、スピーチありがとうございました
 藤田　治久君
・籔本さん、齊藤さん、会員スピーチありがとうございます

 北村　幸弘君
・籔本さん、齊藤さん、会員スピーチごくろうさまです
 木村　和央君
・職業分類委員長 籔本さん、齊藤　壽一さん、スピーチあ

りがとうございました 中村　智禄君
・籔本委員長、齊藤様、例会スピーチありがとうございまし

た 板倉　一浩君
・籔本さん、齊藤さん、会員スピーチありがとうございまし

た 松本　伸夫君
・籔本さん、齊藤さん、貴重なスピーチをありがとうござい

ました！ 小林　　弘君
・籔本さん、齊藤さん、会員スピーチありがとうございます

 財津　敏幸君
・担当例会会員スピーチ、籔本様、齊藤様、ありがとうござ

います 木村　　篤君
・籔本さん、齊藤さん、本日のスピーチ有難うございます
 大塚　　滋君
・籔本様、齊藤様、スピーチありがとうございました
 山極　良太君
・籔本さん、齊藤さん、会員スピーチありがとうございます

 浜崎　大祐君
・籔本さん、齊藤さん、スピーチありがとうございました
 山本　浩司君
・籔本さん、齊藤さん、例会スピーチご苦労様です
 田中　　満君
・国際奉仕委員会 増田委員長はじめ、タイ、チェンマイ 浄

水器奉仕事業、御苦労様でした
 磯田　隆雄君　今井　正人君　前田　省三君
・タイ、チェンマイにて国際奉仕事業に参加の皆さんご苦労

さまでした 井上　和正君
・チェンマイ訪問ミッション無事終了しました。大道直前会

長はじめ訪問メンバーの皆様ありがとうございました
 増田喜代司君
・チェンマイ浄水器、子ども達の為にフル稼働していて大道

直前と共にホッとしました。増田委員長はじめ皆様ありが
とうございました 奥村　利樹君

・タイ、チェンマイに訪問していただいた皆様、お疲れ様で
した 芝田　冬樹君

・野球同好会の皆様、ガバナー杯準決勝、勝利ありがとうご
ざいます。12月８日決勝戦楽しみです 磯田　隆雄君

・野球部の皆さん、決勝進出おめでとうございます
 杉野　善彦君
・野球部の決勝進出を祝して！ 服部起久央君
・野球部ガバナー杯、決勝進出おめでとうございます
 深尾　雅章君　船谷　昭夫君
・祝！京都南ロータリーに勝ちました。いよいよ決勝です！

 連　　清春君
・ガバナー杯 祝決勝進出、優勝目指して皆様応援よろしく

お願い致します 服部　一則君
・ガバナー杯野球大会、準決勝の勝利を祝して
 深野　裕一君
・ガバナー杯準決勝、野球部の皆さん、応援団長 山本　彰

さん、ありがとうございました 福島　行宏君
・野球部決勝進出おめでとうございます。優勝を祈念してお

ります 西居　基晴君
・ガバナー杯、決勝進出おめでとうございます
 小野　弘嗣君
・野球部の方々、決勝進出おめでとうございます
 太田　尚典君
・野球部の皆さん、土曜日はお疲れ様でした。決勝戦も頑張

りましょう 河野　孝宏君
・宇野さん、１ホール10点があったにもかかわらず、ゴルフ

同好会例会おめでとうございます！ 中山　雅文君
・宇野さん、ゴルフ同好会11月例会優勝おめでとうございま

す 松山　延寿君
・宇野君、ゴルフコンペ優勝おめでとう！ 山田　英樹君
・遅くなりましたが、大道さんの叙勲をお祝いして
 德田　定弘君
・西居様、先日はお世話になりました 清水　　晟君
・日本生命 福田支社長、先日はお世話になりありがとうご

ざいました 磯田　隆雄君
・琵琶湖ホテル 大塚総支配人、先日はお心づかいありがと

うございました 磯田　隆雄君
・清水様、山本様、お誕生日おめでとうございます
 斉藤　達雄君
・誕生日を祝っていただいて！ 清水　　晟君
・妻の誕生日を祝って頂いて 山本　勝義君
・早退おわびいたします 新庄　博志君
・途中退席、失礼致します 橋本　真紀君
 小　　計　　71件　　79,000円　
 （本年度累計　1,470件　2,188,000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
「人間である以上、肉体はどんなに頑張っても年と共に衰えて行く」防ぎようのない現実だと思います。
持って産まれた資質以上に若さを保つためには精神的に頑張る以外にないのです。そのために楽しさ、
嬉しさ、喜びを見つける。そんなロータリーライフでありたいものです。� 藤井　節治

籔本　俊作君 齊藤　壽一君


