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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 120名
　出席規定適用除外会員数　21名（内 出席者数 13名）
　出席規定適用会員数　　99名（内 出席者数 90名）
　出席会員数103名　出席率 91．96％ （103名／112名）
※11月19日㈫のMake-up後の出席率 100％ （121名／121名）

第3528回例会　2019．12．17
　▶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」
　▶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
　▶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�　　洋氏
　▶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
　・12月10日�臨時理事会承認事項
　　退会会員（村木康弘君）の件
　・事務局閉局のお知らせ
　　令和１年12月27日㈮～令和２年１月３日㈮�事務局を閉局
します。（土・日・祝日はお休み）

　　＊この間に何かありましたら、幹事今井まで連絡下さい。
　　　（090－2592－2489）
　・大津中央ロータリークラブ様より市内４RC合同例会の案
内が届いております。

　　　日時　令和２年２月14日㈮
　　　　　　例　会　18時～18時45分
　　　　　　懇親会　19時～20時30分

2019-2020年 ロータリーカレンダー
疫病予防と治療月間

12月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×／近江八幡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

１月１日㈬ 《元日》大津東RC休会×／八日市南RC休会×／近江
八幡RC休会×

２日㈭ 大津西RC休会×／彦根RC休会×／湖南RC休会×／
びわ湖八幡RC休会×

３日㈮ 大津中央RC休会×／守山RC休会×／東近江RC休会×
４日㈯
５日㈰
６日㈪ 五個荘能登川RC休会×

７日㈫

大津RC例会（3530回）　1月定例理事・役員会 11：00
～ 於 琵琶湖ホテル3階「グリーン」／新年行事「日舞
と三味線」和田知子君（花柳寿品鳳）・佐藤祐子君／新
年懇親会並びに新入会員懇親会 18：00～20：00　 於 
びわ湖大津プリンスホテル／水口RC変更〇／彦根南
RC変更〇

○印は平常通り受付、×印はビジター受付なし

　　　場所　びわ湖大津プリンスホテル�淡海
　＊当クラブの２月18日㈫の例会を、この市内４RC合同例
会に振替ます。

「西教寺大師殿の麒麟」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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〈Information〉
地　区　公　示

国際ロータリー第2650地区2022-23年ガバナー候補者の推薦
　2022-23年度の当地区のガバナーについて、2019年12月７日㈯京都ホテルオークラにて、国際ロータリー
細則12.030.1に基づき「地区ガバナー指名委員会」が開催され、慎重審議の結果、2022-23年度当地区ガバナー
候補者として、近江八幡ロータリークラブ会員�尾賀�康裕君を推薦することに決定致しました。但し、地区
内いずれのクラブも国際ロータリー細則12.030.7の規定に基づき別の候補者を推薦することが出来ますが、
対抗候補者を推薦しようとするクラブは、クラブ例会にて採択された決議に従って、候補者の指名を公示期
間内にガバナー宛に提出しなければなりません。なお、その期限内にいずれのクラブからも候補者推薦採択
決議書の提出がない場合、ガバナーは「地区ガバナー指名委員会」の推薦した候補者が、2022-23年度地区
ガバナーであることを確定します。公示期間は、国際ロータリー細則12.030.7に準拠し、地区ガバナー指名
委員会によるガバナー選出公表を2019年12月９日㈪とし、2019年12月22日㈰を以て、公示期限とします。
 国際ロータリー第2650地区　　　
 2019-20年度ガバナー　佐竹　力總

米山奨学委員会　委員長　曽根　久統

第2650地区米山学友会年末交流会が開催される

　12月８日㈰18時より、キャンパスプラザ京都にて、地区米山学友会が主催する年末交流会が開催されました。
これは、2650地区のロータリークラブでお世話をしている米山奨学生や学友と、ロータリアンが楽しい交流を通
して、絆を深め親睦の輪を広げるため、毎年行われています。佐竹ガバナーの挨拶並びに乾杯で会が始まり、
クリスマスのプレゼント交換や、ロシアンダンサーによる
ショー、それに学友会のメンバーによる、ベトナムの舞踊や
歌謡など大変会場は盛り上がりました。佐竹ガバナーは、米
山奨学生たちに、日本は唯一の原爆被爆国であるがゆえに、
平和を望む国である。この国で学んだことを自国に帰っても
役立て、世界の学友会のメンバー、一人ひとりがつながり、
世界の平和を築いてもらいたいと述べておられました。当ク
ラブの米山奨学生リュウ君は、用事があり不参加で少し寂し
かったですが、大変楽しい会となりました。

小鳩の家より
� お礼状が届きました

11月16日㈯開催
青少年奉仕事業
「青少年に父性母性を届けよう」



■ニコニコ箱
・スピーチお聞きいただき、ありがとうございます
� 藤田　治久君　北村　幸弘君
・藤田さん、北村さん、本日は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
・藤田さん、北村さん、本日はスピーチありがとうご
ざいました� 七黒　勝士君

・藤田　治久さん、北村　幸弘さん、スピーチありが
とうございます� 遠藤仁兵衛君

・藤田　治久君、北村　幸弘君、今後も大津・滋賀に
貢献下さい� 二橋　昭夫君　井上　和正君
・藤田氏、北村氏のスピーチに感謝� 松平　智康君
・クラブ会報委員会、藤田さん、北村さん、スピーチ
ご苦労様です。参考に成りました� 清水　　晟君
・藤田さん、北村さん、例会スピーチありがとうござ
います� 橋本　和正君

・藤田　治久さん、北村　幸弘さん、スピーチありが
とうございました� 山本　勝義君

・皆様のお陰で担当例会を無事終了することが出来ま
した� 服部起久央君

・藤田様、北村様、担当例会スピーチご苦労様でした
� 高橋祥二郎君

・藤田さん、北村さん、担当例会スピーチありがとう
ございます� 斎藤　英一君

・北村君、藤田君、卓話スピーチご苦労様です
� 山本　　彰君

・藤田様、北村様、例会スピーチありがとうございま
す� 森上　和昌君
・藤田さん、北村さん、クラブ会報スピーチありがと
うございました� 連　　清春君
・藤田さん、北村さん、例会スピーチありがとうござ
います� 塚本　忠雄君
・北村さん、藤田さん、素敵なメディアのお話しあり
がとうございます� 奥村　利樹君
・藤田様、北村様、スピーチありがとうございました
� 岡井　克之君
・藤田　治久さん、北村　幸弘さん、スピーチありが
とうございます� 吉居　龍治君
・藤田君、北村君、スピーチありがとうございます
� 福島　行宏君
・藤田様、北村様、スピーチありがとうございました
� 斉藤　達雄君
・北村君、藤田君、スピーチありがとうございました
� 城　　　務君
・藤田　治久さん、北村　幸弘さん、スピーチありが
とうございました� 中村　智禄君
・藤田さん、北村さん、例会スピーチありがとうござ
います� 田邉　伸彦君
・藤田さん、北村さん、スピーチありがとうございま
した� 福田　義彦君
・藤田様、北村様、本日のスピーチありがとうござい
ました� 人見　能暢君

⚾長い戦い～決勝戦を終えて⚾
12月８日㈰ 12：30～ 於 京都市吉祥院野球場

 野球部　福島　行宏
　「今年は戦力充実の年、絶対テッペン獲りましょ
う！」８月に開催した大津RC野球部ガバナー杯決
起大会での寺田監督の宣言に始まり、17回に及んだ
練習、全４試合を戦い、12月に狙い通り優勝するこ
とが出来ました。
　決勝戦（対京都伏見）は、前試合で相手チームか
ら「スピード違反や！」と声が上がったエース河野
投手、今回は制限速度を守りながらも、宇野捕手と
息の合ったバッテリーで余裕のピッチング。また、
ショート財津選手の華麗なるフィールディング、セ

ンター宮本選手の高速ランニング
キャッチ、満塁での田邉選手の長打、
連選手のアグレッシブな走塁、その
他数多くの好プレーで今年の集大成
とも言える試合内容となりました。
　優勝出来たのも、応援して頂いた
方々、結果を気にかけて頂いた方々
のおかげだと、野球部一同感謝して
おります。今後とも、野球部を宜し
くお願いいたします。



今週の写真【西教寺大師殿の麒麟】
明智光秀ゆかりの西教寺。
何度も足を運んで発見しました。

訃　報
元会員　西村　隆氏（2004年10月12日～2010年6月30日
在籍）は去る12月9日㈪ご逝去されました。（享年79歳）
茲に謹んでご冥福をお祈り申し上げます。

・藤田さん、北村さん、担当例会スピーチありがとう
ございました� 松山　延寿君

・藤田さん、北村さん、スピーチありがとうございま
す� 山極　良太君　浜崎　大祐君

・山田　督ガバナー補佐、次年度もご指導の程宜しく
お願い申し上げます� 山本　勝義君

・ロータリー・リーダーシップ研究会に参加機会を頂
き、卒業証を拝受して感謝� 川戸　良幸君
・2020年度は副会計として山本会長を支えさせていた
だきます。どうぞよろしくお願いいたします
� 中山　雅文君
・野球部�第31回ガバナー杯　優勝を祝して
� 磯田　隆雄君
・野球部ガバナー杯　優勝おめでとう� 七黒　勝士君
・第31回ガバナー杯�10-1の完全優勝おめでとうござ
います！� 今井　正人君　前田　省三君

・野球部皆様�優勝お目出とうございます
� 水野　定明君
・野球部優勝おめでとうございます� 遠藤仁兵衛君
・大津ロータリークラブ�野球部の優勝を祝して
� 德田　定弘君
・野球部の皆さん見事なガバナー杯優勝　感動しまし
た� 二橋　昭夫君　井上　和正君

・祝！！　ガバナー杯優勝� 山田　　督君
・ガバナー杯優勝しました。“ワンチーム”大津RC野
球部にぴったりでした。応援有難うございました
� 寺田　利彦君
・ガバナー杯�野球大会優勝おめでとうございます
� 川戸　良幸君
・さすがです。ガバナー杯優勝おめでとうございます
� 中堀　敏信君

・野球部のガバナー杯�優勝を祝して！
� 服部起久央君
・野球部のみなさん、ガバナー杯優勝おめでとうござ
います！� 齊藤　壽一君

・大津RC野球部�ガバナー杯優勝おめでとうございま
す！� 山本　　彰君

・野球部の優勝を祝して� 船谷　昭夫君
・祝！ガバナー杯�優勝��応援ありがとうございました
� 連　　清春君

・野球部の皆様、ガバナー杯優勝おめでとうございま
す� 小林　洋之君

・野球部の皆さん、ガバナー杯優勝おめでとうござい
ます� 𠮷田　和行君

・野球部の皆様、優勝おめでとうございます。心より
お祝い申しあげます� 和田　知子君

・ガバナー杯�優勝おめでとうございます
� 鈴木　竜哉君
・ガバナー杯�優勝を祝して！� 福島　行宏君
・野球部の優勝を祝して� 藤田　治久君
・野球部の皆様�優勝おめでとうございます
� 城　　　務君
・ロータリー野球部�優勝おめでとうございます
� 髙橋　　現君
・野球部、ガバナー杯優勝おめでとうございます
� 西居　基晴君
・野球部優勝おめでとうございます� 板倉　一浩君

・野球部ガバナー杯　決勝に多くの皆様が応援にかけ
つけて下さり、ありがとうございました。心強かっ
たです！� 財津　敏幸君
・ガバナー杯に優勝しました� 阪田　敏郎君
・野球部の皆さん、優勝おめでとうございます
� 大塚　　滋君
・野球部の皆さん、先日はお疲れ様でした！
� 河野　孝宏君
・お陰様で、ガバナー杯優勝する事ができました。ご
声援有難うございました� 宇野　晴久君
・野球部ガバナー杯�優勝おめでとうございます
� 深尾　雅章君
・野球部の皆様　優勝おめでとうございます！！
� 橋本　真紀君
・野球部の皆様、本当に優勝おめでとうございます
� 田中　　満君
・長女の結婚式が無事終了しました。ホッとしてます
� 服部起久央君
・中堀さん、12月12日、高級食パン銀座に志かわオー
プンおめでとうございます� 奥村　利樹君
・先日は休会を致しまして申し訳ありませんでした。
誕生日を祝っていただき心より感謝申し上げます
� 中井　　正君
・誕生日自祝� 松本　伸夫君
・たん生日を祝っていただきありがとうございます
� 山本　浩司君
・妻の誕生日を祝って頂いて� 井門　一美君
・妻の誕生日を祝って頂いて� 杉野　善彦君
・妻の誕生日を祝っていただいてありがとうございま
す� 深野　裕一君
・妻の誕生日を祝っていただいて� 芝田　冬樹君
� 小　　計　　81件　　119,000円　
� （本年度累計　1,614件　2,433,000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
いつの間にか先輩方が抜けて行き、自分の年令を思い知ら
される今日この頃ですが、それにしても天寿退会は至難の
技だと思うようになってきました。� 藤井　節治

▶担当例会スピーチ

藤田　治久君 北村　幸弘君


