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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 119名
　出席規定適用除外会員数　20名（内 出席者数 14名）
　出席規定適用会員数　　99名（内 出席者数 94名）
　出席会員数108名　出席率 95．57％ （108名／113名）
※12月3日㈫のMake-up後の出席率 100％ （121名／121名）
◦お客様
　黒田　軒史君（水口RC） 計１名

第3530回例会　2020．1．7
　▶食事・自由懇談
12：30　点鐘・開会
　▶国歌斉唱
　▶ロータリーソング「大津ロータリーの歌」
　▶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
　▶新年行事
　　「日舞と三味線」� 和田　知子君（花柳寿品鳳）
� 佐藤　祐子君
　▶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
　・大津東ロータリークラブ様より職業奉仕事業の案内が届い
ております

��　シンガーソングライターまつうらようこ様（大津東RC会
員）による��「小さな命のためのCharity�Live」

　　　日　時　令和２年２月９日㈰�17時～
　　　場　所　ロイヤルオークホテル�スパ＆ガーデン�宴会場
　　　登録料　6,000円（Dinner＆１drinkを含む）
▪2650地区からの連絡及び通知事項
　・１月のロータリー為替レートは１ドル当たり110円（現行
108円）です。

2020年 ロータリーカレンダー
職業奉仕月間

１月８日㈬ 大津東RC変更〇／近江八幡RC変更〇／高島RC変更×

９日㈭ 湖南RC変更〇／びわ湖八幡RC変更〇／草津RC変更×

10日㈮ 守山RC変更〇／東近江RC変更×

11日㈯ 大津RAC第1例会「立木観音参拝例会」10：30～ 於 
立木観音（現地集合）

12日㈰

13日㈪ 《成人の日》

14日㈫

大津RC例会（3531回）　例会運営委員会担当例会会員
スピーチ「新春相場展望～国内株、外国株、為替、そ
して、貯蓄から投資へ～」山本 浩司君・橋本 真紀君・
田中 満君・鈴木 竜哉君／水口RC休会〇／長浜北RC
休会×／彦根南RC休会×／野洲RC休会〇

15日㈬

16日㈭ 大津西RC休会×／びわ湖八幡RC休会×／草津RC休
会×／栗東RC休会×

17日㈮ 大津中央RC変更〇

18日㈯

19日㈰ 第2回青少年奉仕担当者会議 13：00～15：45　於 京都
経済センター 7階会議室

20日㈪

21日㈫

大津RC例会（3532回）　職業奉仕委員会担当例会会員
スピーチ「食文化について」職業奉仕委員 和田 知子
君／第5回クラブ協議会 13：45～15：00　於 琵琶湖ホ
テル3階「オレンジ・ブラウン」／俳句同好会 16：00～・
新年会 17：00～ 於 琵琶湖ホテル／湖南RC休会〇

22日㈬ 八日市南RC変更×

23日㈭
びわ湖大津プロバスクラブ第20回例会 17：00～18：00　
・新年懇親会 18：00～20：00　於 びわ湖花街道／大津
西RC変更〇／湖南RC休会〇

24日㈮ 長浜東RC変更〇

25日㈯ 地区ロータリー財団補助金管理セミナー 13：30～
16：00　於 立命館大学 朱雀キャンパス 5階大講義室

26日㈰

27日㈪ 五個荘能登川RC変更〇

28日㈫

大津RC例会（3533回）　第2回次年度理事役員会 11：00
～ 於 琵琶湖ホテル3階「グリーン」／例会運営委員会担
当例会ゲストスピーチ「民事調停について」大津簡易
裁判所判事 谷川 佳史氏／水口RC変更〇

○印は平常通り受付、×印はビジター受付なし

「早朝のなぎさ公園」河本　英典会員

第2650地区
大津ロータリークラブ 週報　
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浜大津の夜明け（河本　英典�会員）

� 会　長　磯田　隆雄
新年明けましておめでとうございます。
会員の皆様には、ご家族と共に輝かしい新年を、お迎えのことと心よりお慶び申し上げます
国内外は、不透明な諸問題を抱えたままの新年のスタートとなりました。皆様には新しい年に向けて思いを新たにされ
たことと存じます。大津ロータリークラブも2019-20年度「明るく、楽しく」のテーマのもと
上期には、多くの奉仕事業を実施し、親睦と友情を深めることができたと思っております。
ビアンカ船上での移動例会
ロータリー情報委員会　上期情報集会「スポーツの魅力」
青少年奉仕委員会　「びわ湖食文化と自然体験」
　　　　　　　　　小鳩の家訪問「青少年に父性母性を届けよう」ケーキづくりとおひさま楽団
例会運営委員会　外部講師、会員、担当委員会による卓話
親睦活動委員会　２回の会員懇談、親睦会
　　　　　　　　参加160名をこえる手づくりの楽しい「クリスマス親睦会」（家族会）
職業奉仕委員会　会員企業「カネカ」様での工場見学と懇談会
社会奉仕委員会　大津市内４クラブ合同事業「SRCロボットコンテスト2019ジャパンオープン」の開催
　　　　　　　　びわ湖大津プロバスクラブ　創立一周年「記念講演会」への後援
　　　　　　　　大津市ふれあいフォトコンクールへの協賛
国際奉仕委員会　タイ・チェンマイのWatsundok�Schoolへの浄水器寄贈&フォロー
RACメンバーも参加しての多くの奉仕事業の実施と会員の友情と親睦を深められたと思います。
野球部の第31回ガバナー杯野球大会における優勝は、大きな喜びです
今井幹事はじめ理事、役員、各委員長、副委員長、委員、会員の皆様に感謝申し上げます。
下期も多くの事業を控えております。
本年も会員の皆様と共に「明るく、楽しく」大津ロータリークラブとして奉仕活動と友情を深めましょう。
本年も引き続き会員の皆様のご協力とご支援を重ねてお願い申し上げ新年のご挨拶といたします。

年頭のご挨拶



年数 会　員　名
４７．５年 安本
４２　　年 廣田
４１．５年 遠藤
３５　　年 二橋
３３．５年 松平
２９　　年 河本・德田
２８．５年 田口
２８　　年 本郷
２６．５年 井上（和）
２６　　年 藤井
２４．５年 清水
２１．５年 増田
１９．５年 木村（禎）・寺田・七黒
１８．５年 松田・磯田
１７．５年 服部（一）
１７　　年 水野（定）
１４．５年 坂口・新庄

年数 会　員　名
１４　　年 連・西尾・山田（督）
１３　　年 前田
１２．５年 中村（禄）・山本（勝）
１２　　年 曽根
１１．５年 山本（彰）
１１　　年 大道・村田・西村
１０．５年 籔本・井門
１０　　年 奥村
　９．５年 宮本
　８．５年 内田
　８　　年 西澤・田畑
　７．５年 今井
　７　　年 和田（光）
　６　　年 山極・和田（知）
　５．５年 佐藤（祐）・川辺・谷

　５　　年 川戸・木村（和）・芝田
中村（智）

年数 会　員　名
　４．５年 畑野・杉野・井上（伸）・船谷
　４　　年 木村（隆）
　３．５年 阪田・浜崎・水野（清）・高木

　３　　年 松山・高橋（祥）・草野
吉居・石田

　２．５年

中山・服部（起）・牧・中井
山田（英）・福島・木村（篤）
小林（弘）・城・山本（浩）
保田・藤田・西居・岡井

　２　　年 田邉・中堀・西山

　１．５年
小林（洋）・橋本（真）・板倉
財津・福田・大塚・𠮷田
松本・宇野

　１　年 齊藤・小野・森上・近藤
塚本・河野・人見・田中

　６ヶ月 斎藤・太田・深野・鈴木
髙橋（現）

■出席規定適用免除者（大津ロータリークラブ定款第12条第3節a項） ――――――――――――――――
　　今堀　　宏（２０１９年９月のみ）
■出席規定適用免除者（大津ロータリークラブ定款第12条第3節b項） ――――――――――――――――
　　遠藤仁兵衛・藤井　節治・二橋　昭夫・広田　康雄・細田　光藏・久保　直己・松井　弘一・宮崎　君武
　　宮川　芳夫・水野　定明・佐藤　久忠・芝野桂太郎・辻川　幹男・德田　定弘・安本　　進・八幡　知行
　　清水　　晟・松平　智康・本郷　庄市・大林　一郎� 敬称略

出席100％優秀会員名簿　1950．12～2019．12 敬称略

クリスマス
親睦会

日時：12月24日㈫ 18：00～21：00 
場所：琵琶湖ホテル「瑠璃」

親睦活動委員会　副委員長　中村　智禄
クリスマス親睦会を終えて

　クリスマス親睦会には97名の会員の皆様と71名のご家族の方々合わせて168名の大変大勢のご参加を頂きありがとうございまし
た。奥村委員長率いる親睦活動委員会では、この大イベントを委員の手作りで皆様に楽しんでいただこうと、連クラブ奉仕理事を
も巻き込み総勢34名がONE�TEAMとなって、委員長曰く虎視眈々と準備してまいりました。
　委員会テーマの「美味しい」にはグランメゾン東京（TVドラマ）を思わせる美しいコース料理に迫力満点60㎏の巨大マグロの
解体ショーからの寿司と刺身で、アトラクションには委員が練習を重ねたドリフ聖歌隊からのゴスペル合唱で、委員の特技？を生
かした司会、サンタにトナカイ、神父、サックス演奏、小林旭、ひげダンス、TT＆DD兄弟と夫々が役割分担をして挑みました。
　プロデューサー奥村委員長は、あまりの盛りだくさんの内容で時間配分とクオリティへの不安の声もお構いなし、圧巻はそれに
対応できるメンバー！皆苦労しましたが最後はやる気！さすがロータリアンです素晴らしいスキルに驚きです。指導から本番まで
音楽を担当してくださったピアノ奏者の有吉先生の心のこもった協力は特に大きな成功の要因でした。会場の笑顔に手ごたえを感
じ委員会メンバーの達成感もより大きくなったと思います。心に残るクリスマスイブになりました。皆様はいかがだったでしょう
か、行き届かなかったところもあろうかと思いますがそこはロータリーの友情に免じてご容赦ください。
　Oh�Happy�Day！ありがとうございました。
　開会の数時間前にお別れをしました会員島村義郎様は長きにわたりロータリーを理解し多大な貢献をされ、そして最後までロー
タリアンとして天寿退会をされました。故人もきっと天国で喜んで下さったことと信じ改めてご冥福をお祈りします。
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大津ローターアクトクラブ「クリスマス例会」を開催しました
� 大津ローターアクトクラブ　会長　田中　節乃
　12月19日㈭にHAWAIIAN�Kitchensでクリスマス例会を開催しました。
　例会では、「共通点探しゲーム」を行いました。５人ずつ
のチームに分かれ、５分間でいくつ５人の共通点を探せるか
を競うゲームです。「みんな滋賀県出身」「みんな眼鏡をかけ
ている」というものから「みんなサンタさんを信じている」
といった素敵な回答もあり、普段とは違った視点からお互い
のことを知り、話すきっかけとなりました。恒例のプレゼン
ト交換も盛り上がり、充実した時間を皆で過ごすことができ
ました。
　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、
今後ともご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。

福引抽選会

手に手つないで
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睦
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七黒副会長閉会挨拶



今週の写真【早朝のなぎさ公園】
陽が昇って明るくなった湖岸の風景です。
琵琶湖側から見る比叡山の姿は趣きが異なります。

■ニコニコ箱
・クリスマス親睦会（家族会）親睦活動委員会の皆様ありがとうご
ざいます� 磯田　隆雄君
・抽選会で２ツも当たって� 磯田　隆雄君
・楽しみにしておりました「クリスマス親睦会」担当の皆様あり
がとうございます� 七黒　勝士君　山本　勝義君
・親睦活動委員会の皆さん、楽しいクリスマスありがとうござい
ます� 今井　正人君
・娘、孫娘と年忘れ家族会に参加できて� 德田　定弘君
・おいしそうな、銀座に志かわの食パンが当りました
� 德田　定弘君
・親睦活動委員会の方、ご苦労様でした。お疲れ様でした
� 清水　　晟君
・親睦の皆様、ご苦労さまです。お世話になります
� 大道　良夫君
・令和最初のクリスマス親睦会を祝して！
� 本郷　庄市君　山本　　彰君
・スムーズな進行にご協力頂きありがとうございました
� 橋本　和正君
・杉野様、一家で楽しく過ごせました。ありがとうございます
� 木村　　隆君
・景品ありがとうございます� 木村　　隆君
・琵琶湖ホテル宿泊券をいただいて感謝� 寺田　利彦君
・本日のクリスマス親睦会、親睦活動委員会のみなさま、ありが
とうございます� 川戸　良幸君
・抽選に当たって感謝です� 川戸　良幸君
・クリスマス家族会を祝して� 川辺　惠子君
・すてきなプレゼントがあたりました。ありがとうございます
� 佐藤　祐子君　川辺　惠子君
・クリスマス例会をお祝いして� 中堀　敏信君　松本　伸夫君
・メリーX’mas！� 服部起久央君
・ディナー券いただきました。ありがとうございます
� 服部起久央君
・メリークリスマス！！� 齊藤　壽一君
・奥村委員長、ありがとうございました！� 齊藤　壽一君
・メリークリスマス！� 牧　　春彦君
・プレゼント２個頂きました� 牧　　春彦君
・クリスマスパーティー例会設営の皆様に感謝� 木村　　禎君
・クリスマス例会を祝って� 斎藤　英一君
・景品感謝� 斎藤　英一君
・素敵なプレゼントをありがとうございました� 斎藤　英一君
・メリーX’mas�親睦活動委員会の皆様に感謝� 畑野　　宏君
・クッキー頂きました� 山本　　彰君
・メリークリスマス！！� 森上　和昌君
・クリスマス親睦会に夫婦で出席させて頂き、ありがとうござい
ます� 森上　和昌君
・クリスマス親睦会に家族初参加、お世話になります
� 船谷　昭夫君
・親睦活動委員会の皆様、たくさんの練習ありがとうございまし
た� 連　　清春君
・クリスマス例会を祝って！� 深野　裕一君
・抽選会、お菓子ありがとうございます� 深野　裕一君
・クリスマス親睦会楽しみましょう� 小林　洋之君
・クリスマス例会の盛会を祝して� 𠮷田　和行君
・X'mas�親睦会、有難うございます� 高木　　浩君
・楽しいクリスマス会を親睦の皆様ありがとうございました
� 村田　健二君
・銀座に志かわの食パンいただきました。中掘さんありがとうご
ざいました� 村田　健二君
・クリスマス例会を祝って� 塚本　忠雄君
・景品、ありがとうございました� 塚本　忠雄君
・Merry�X'mas！親睦活動委員会、One�Teamのクリスマス親睦
会お楽しみ下さい� 奥村　利樹君
・委員会メンバーのお力と皆様のおかげで親睦会を大盛況に終え
る事が出来ました。感謝！� 奥村　利樹君
・メリーX’mas！� 吉居　龍治君
・一生懸命練習しました。歌頑張ります� 鈴木　竜哉君
・クリスマス会、親睦活動委員の皆様、ありがとうございます
� 福島　行宏君
・親睦活動委員会の皆さん、楽しい家族会をありがとうございま
した� 藤田　治久君
・クリスマス親睦会が大成功でありますように！� 斉藤　達雄君
・前日に妻も参加申し込みさせていただきました。ご担当の方に
はお手数をおかけしました� 中山　雅文君
・パレットさん、マドレーヌありがとうございました
� 中山　雅文君
・クリスマス例会をお祝いして� 北村　幸弘君

・奥村委員長はじめ委員会メンバーの皆様、楽しい時間をありが
とうございました� 西居　基晴君
・奥村委員長はじめ親睦活動委員会の皆様、楽しいクリスマス会
ありがとうございました� 和田　光平君
・親睦活動委員会のみなさん、本日はごくろうさまです
� 木村　和央君
・クリスマス親睦会、大変お疲れさまでした� 小野　弘嗣君
・クリスマス例会を祝って� 田邉　伸彦君
・洋菓子当たりました。ありがとうございます� 田邉　伸彦君
・X’mas例会を祝って！� 福田　義彦君
・X’mas例会しぐれ当たりありがとうございました
� 福田　義彦君
・２周目X’masプレゼント当たりました！� 福田　義彦君
・メリークリスマス！　クリスマス親睦会盛り上がりますように
� 板倉　一浩君
・プレゼントをいただいて� 宮本　一幸君
・クリスマス親睦会を祝して！� 小林　　弘君
・クリスマス例会、懇親会の親睦活動委員会の出し物が成功しま
すように！� 財津　敏幸君
・ハヅキルーペ頂きました。買おうかと思いながら買えませんで
した。ありがとうございました� 財津　敏幸君
・みなさんと共に、ゴスペル楽しく歌いたいと思います
� 人見　能暢君
・クリスマス会でのアルトサックスの演奏をさせて頂き、ありが
とうございます� 木村　　篤君
・大津Pホテル�食事券ありがとうございました� 木村　　篤君
・銀座に志かわ、中掘さんありがとうございました
� 松山　延寿君
・親睦活動委員会のみなさん、ありがとうございます
� 阪田　敏郎君
・クリスマス例会を祝って� 太田　尚典君
・親睦活動委員会の皆様、クリスマス親睦会のご準備ありがとう
ございます� 山極　良太君
・当選ありがとうございます� 山極　良太君
・２回目、当選して� 山極　良太君
・奥村委員長をはじめとする親睦活動委員会の皆様、本日のクリ
スマス例会の企画、運営、大変ごくろう様です� 浜崎　大祐君
・奥村委員長、素晴らしいクリスマス例会の企画、運営、大変お
疲れ様でした� 宇野　晴久君
・景品�当選しました。感謝！� 宇野　晴久君
・景品�当選しました。感謝！� 宇野　晴久君
・クリスマス親睦会の盛会をお祝いして� 深尾　雅章君
・松喜屋さんのお肉、おいしく頂戴いたします！！ありがとうご
ざいました� 谷　　祐治君
・親睦活動委員会の皆様、本日はお世話になります
� 山本　浩司君
・クリスマス親睦会、盛り上がりを祝して� 橋本　真紀君
・メリークリスマス！！TT兄弟がんばります� 田中　　満君
・大塚　滋さん、退会は残念ですが、新任地にて益々のご活躍を
� 七黒　勝士君　山本　勝義君
・大塚さん、退会残念ですが今後の益々の活躍を祈念しています。
今日はガンバッテください！� 中村　智禄君
・宮川　芳夫君へ返歌『一拍を遅れても良し愛嬌たり喧嘩賣る気
か揶揄するなかれ』� 二橋　昭夫君
・写真を展示いただき� 細田　光藏君
・ニコニコ箱が新しくなりましたネ。喜んでニコニコしましょう
� 今井　正人君
・誕生日自祝� 遠藤仁兵衛君
・誕生日を祝っていただいて� 磯田　隆雄君
・誕生日自祝� 木村　　隆君
・誕生日を祝って頂いて� 杉野　善彦君
・誕生日を祝って頂いて� 増田喜代司君
・誕生日を祝って頂きありがとうございました� 近藤　久人君
・誕生日自祝。還暦です� 内田健一郎君
・誕生日を祝っていただきましてありがとうございます
� 西居　基晴君
・家内の誕生日お祝いいただき感謝� 細田　光藏君
・妻の誕生日自祝� 木村　和央君
・家内の誕生日祝いを頂いて� 大塚　　滋君
� 小　　計　　109件　　108,000円　
� （本年度累計　1,779件　2,678,000円）

国際ロータリー為替レート　2020年1月
1ドル＝110円

チョッと一言
青春を謳歌している人には想像すら出来ないかも知れませんが、私のように青春はおろ
か朱夏も遠い昔のことであり、白秋も終わろうかという人間にとっては、漆黒の冥い冬
に向けて全く準備の出来ていない状況に人生のあせりを感じます。� 藤井　節治


