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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 3名　正会員数 115名
　出席規定適用除外会員数　17名（内 出席者数 11名）
　出席規定適用会員数　　98名（内 出席者数 83名）
　出席会員数94名　出席率 86．23％ （94名／109名）
※12月10日㈫のMake-up後の出席率 100％ （120名／120名）
◦お客様
　劉　　宗沛君（米山奨学生） 計１名

第3531回例会　2020．1．14
　▶食事・自由懇談
12：30　点鐘・開会
　▶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
　▶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
　▶ニコニコ箱の発表
13：30　閉会・点鐘

2020年 ロータリーカレンダー
職業奉仕月間

１月15日㈬

16日㈭

びわ湖大津プロバスクラブ第20回例会 17：00～18：00　
・親睦懇親会 18：00～20：00　於 びわ湖花街道／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㈭ 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

29日㈬ 大津東RC休会×／八日市南RC休会×

30日㈭

31日㈮ 守山RC休会〇／長浜東RC休会×

２月１日㈯

２日㈰

３日㈪

４日㈫

大津RC例会（3534回）　2月定例理事・役員会 11：00
～ 於 琵琶湖ホテル3階「グリーン」／国際奉仕委員会
担当例会会員スピーチ「姉妹クラブを知ろう」德田 
定弘パスト会長／親睦活動委員会事業「会員親睦会」 
18：00～20：30　於 嵐山熊彦／長浜北RC変更×

○印は平常通り受付、×印はビジター受付なし

「水禽と近江大橋」河本　英典会員
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　島村さんは、ゴルフ、合唱、囲碁と色々な御趣味をお持ちでしかもその何れにおいても秀でた力を発

揮されました。小生、大津ロータリーに入会させていただいた折、一日も早く大津ロータリーに溶け込

めるようにと皆さんが手を差し伸べてくださいました。その一つが島村さんの主宰される囲碁同好会で

した。彼は関西棋院５段の免許をお持ちで、大学時代、学生食堂の片隅で、同級生仲間と少し囲碁をかじっ

た程度の小生に対しても優しく対局ご指導くださいました。そのお陰で３年目には、関西棋院の２段の

免許を載くことが出来ました。当初の囲碁仲間は、朝比奈光夫氏、近藤義昌氏、伊藤太一郎氏、二橋昭

夫氏で、月１度の八景館での例会は親睦の場でもありました。その後も徐々に仲間は増え、金子彦行氏、

山本藤雄氏、髙橋宗治郎氏、髙田紘一氏らも加わり、八景館から島村氏邸に例会場を移した後も楽しま

せていただきました。

　また、島村さんは奉仕の精神も溢れておられ、米山記念奨学会やロータリー財団への寄付金は常に大

津ロータリークラブのトップレベルでした。

　島村さんにお教え戴いたロータリアンとして様々の事柄をこれからも受け継いでいきたいと思ってお

ります。

　島村さんどうぞ安らかにお休みください、御冥福をお祈りいたします。

� 合掌

細田　光藏

島村義郎さんを偲んで

2005年　歩こう会 2015年　囲碁同好会

　会員 島村 義郎氏が去る12月21日ご逝去されました。享年87歳でした。

　島村氏は、1988年10月18日に当クラブに入会されて以来、31年間ロータリアン

としてご活躍頂きました。

　茲に謹んでご冥福をお祈り申し上げます。

　尚、告別式は12月24日㈫セレマ浜大津シティホールにて執り行われました。

訃　報

1992年　カラオケ同好会



幹　事　報　告
▪大津ロータリークラブからの連絡事項
　・１月７日㈫開催の理事・役員会承認事項
　　①新入会員候補者推薦の件
　　②大塚滋君�退会の件
　　③ロータリー情報委員会�上期情報集会事業報告
　　④クラブ会報委員会12月10日例会事業報告
　　⑤例会運営委員会12月17日例会事業報告
　　⑥親睦活動委員会12月24日クリスマス親睦会事業報告
　　⑦親睦活動委員会�新年懇親会並びに新入会員懇親会

事業計画（修正）
　　⑧会場監督�２月14日合同例会事業計画の件
　　⑨ローターアクト委員会�３月３日例会事業計画の件
　　⑩例会運営委員会�３月10日例会事業計画の件

　　⑪例会運営委員会�３月17日例会事業計画の件
　　⑫例会運営委員会�３月24日例会事業計画の件
　　⑬会員選考委員会�３月31日例会事業計画の件
　　⑭ロータリー情報委員会�下期情報集会事業計画の件
　　⑮パソコン（windows10対応）購入について
　　⑯2020-21年度地区委員就任の件
▪2650地区等からの連絡及び通知事項
　・RI理事の三木明様から、ホノルル国際大会中に「日本

人親善朝食会」開催のご案内が届いております。
　　　日時　�2020年６月７日㈰
　　　　　　　開　場�午前６時15分～
　　　　　　　朝食会�午前６時45分～８時15分
　　　場所　シェラトンワイキキホテル
　　　会費　8,000円
　　　挨拶　IR会長、TRF管理委員長他の挨拶を予定

新春第一例会 日舞と三味線　和田 知子君（花柳寿品鳳）・佐藤 祐子君

新入会員の皆さん（左から）
橋本　和正君　　深尾　雅章君
北村　幸弘君　　斉藤　達雄君

磯田会長開会挨拶 河本パストガバナー乾杯

新年懇親会・秋の叙勲のお祝い並びに新入会員歓迎会
日時：１月７日㈫ 18：00～20：00　於：びわ湖大津プリンスホテル
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旭日中綬章受章おめでとうございます

大道良夫君

麻雀同好会優勝　奥村利樹君 七黒副会長閉会挨拶司会　深野裕一君・髙橋 現君



■ニコニコ箱
・拙い舞を舞わせて頂きまして、そして佐藤さんとコ
ラボさせて頂きます事に感謝申しあげます
� 和田　知子君
・新年明けましておめでとうございます。拙い演奏を
聴いて頂きありがとうございました� 佐藤　祐子君
・新年初例会�和田さん、佐藤さん、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
・和田様、佐藤様、素晴しい「日舞と三味線」をご披
露頂きありがとうございました
� 安本　　進君　牧　　春彦君
・新春の例会にふさわしい黒田節、松の緑、又三味線
の音色もよかったです� 水野　定明君

・和田　知子さん、佐藤さん、ご苦労様です
� 松平　智康君
・和田さん、佐藤さん、令和２年新春例会に華をそえ
ていただき！！� 清水　　晟君

・和田　知子さん、佐藤　祐子さん、本日はスバラシ
イ新春の宴ありがとうございました
� 七黒　勝士君　山本　勝義君
・和田様、佐藤様、日舞と三味線ありがとうございま
す� 木村　　隆君

・和田さん、佐藤さん、初春にふさわしい舞を披露い
ただきありがとうございます� 杉野　善彦君
・和田さん、佐藤さん、ありがとうございました
� 近藤　久人君
・和田さん、佐藤さん、素晴しい舞と演奏をありがと
うございました� 畑野　　宏君

・和田さん、佐藤さん、すばらしい演出ありがとうご
ざいました� 山本　　彰君

・和田　知子様、佐藤　祐子様、日舞と三味線ありが
とうございます� 森上　和昌君

・和田　知子様、佐藤　祐子様、すばらしい舞いと三
味線をありがとうございます� 小林　洋之君
・和田さん、佐藤さんの見事な舞と三味線を有難うご
ざいます� 高木　　浩君

・和田さん、佐藤さん、お正月らしい企画ありがとう
ございました� 村田　健二君

・前田会場監督、和田さん、佐藤さん、新年にふさわ

しいおめでたい新年行事ありがとうございます
� 奥村　利樹君
・和田さん、佐藤さん、華やかな例会にしていただい
てありがとうございます� 新庄　博志君
・和田さん、佐藤さん、新春らしい華やかな演目をあ
りがとうございました� 藤田　治久君
・和田さん、佐藤さん、ありがとうございました
� 城　　　務君
・和田様、佐藤様、素敵な日舞と三味線をありがとう
ございます� 北村　幸弘君
・和田さん、佐藤さん、本日はごくろうさまです
� 木村　和央君
・和田さん、佐藤さん素晴しい日舞と三味線ありがと
うございます� 田邉　伸彦君
・和田さん、佐藤さん、すばらしい舞と三味線ありが
とうございました� 水野　清治君
・和田さん、佐藤さん、美しい舞、きれいな音色すば
らしかったです。ありがとうございました
� 松本　伸夫君
・和田さん、佐藤さん、素敵でした！出席100％優秀
会員1.5年を表彰して頂き、ありがとうございます
� 財津　敏幸君
・和田　知子様、佐藤　祐子様、すばらしい初春の日
舞と三味線ありがとうございました� 人見　能暢君
・新年明けましておめでとうございます。和田さん、
佐藤さん、ありがとうございます� 太田　尚典君
・和田さん、佐藤さん、日舞と三味線とても素晴しかっ
たです� 橋本　真紀君
・令和二年新年を迎えて昨年同様寛容の精神で引き続
き宜しくお願いします� 磯田　隆雄君
・新年を迎えて� 廣田　康雄君
・皆さん、明けましておめでとうございます。今年も
よろしくお願いします� 西尾　利二君
・ニコニコ年賀　本年もよろしく� 松平　智康君
・本年１年が皆様にとって良き年となります様に
� 山田　　督君
・新年初例会に出席して
� 七黒　勝士君　山本　勝義君
・明けましておめでとうございます。本年も宜しくお
願い申し上げます� 橋本　和正君

麻雀同好会 囲碁同好会



今週の写真【水禽と近江大橋】
１日の始まりの陽光が湖面に眩しく、人造の大橋と
自然界の水禽が漂う景色に現代の琵琶湖を感じます。

・新年あけまして、お目出度うございます。本年もど
うぞよろしくお願い致します� 寺田　利彦君
・謹賀新年！本年もよろしくお願いします
� 服部起久央君
・明けましておめでとうございます。今年も宜しくお
願い申し上げます� 高橋祥二郎君

・明けまして　おめでとうございます。今年も宜しく
お願いします� 齊藤　壽一君

・皆様、新年明けましておめでとうございます
� 中井　　正君
・本年もよろしくお願いします� 内田健一郎君
・新年明けましておめでとうございます
� 保田　　亨君
・新年おめでとうございます� 吉居　龍治君
・新年明けましておめでとうございます。本年もどう
ぞよろしくお願いいたします� 中山　雅文君
・新年明けましておめでとうございます。本年もどう
ぞよろしくお願いします� 中村　智禄君

・令和最初の新年を祝って� 西居　基晴君
・新年おめでとうございます。本年も何卒宜しくお願
い申し上げます� 和田　光平君

・本年もよろしくお願いいたします� 小野　弘嗣君
・新年あけましておめでとうございます。本年もよろ
しくお願い致します� 宮本　一幸君

・新年明けましておめでとうございます。本年もどう
ぞ宜しくお願い申し上げます
� 山田　英樹君　宇野　晴久君
・あけましておめでとうございます。本年もよろしく
お願い申し上げます� 谷　　祐治君

・新年明けましておめでとうございます。本年もよろ
しくお願いします� 山本　浩司君

・新年明けましておめでとうございます。昨年末のク
リスマス会、TT兄弟頑張れて良かったです
� 田中　　満君
・50年�ロータリーの友情に感謝してありがとうござ
いました� 辻川　幹男君

・名誉会員に推薦いただいて有難うございました
� 宮崎　君武君
・35年皆出席自祝� 二橋　昭夫君
・増田さんが拡大委員長で辻川さんと木村　禎さんに
スポンサーになって頂き、ロータリアンになって10
年！これからも明るく元気に笑顔でロータリー楽し
みます� 奥村　利樹君

・出席100％優秀会員５年表彰を拝受して感謝
� 川戸　良幸君
・出席100％優秀会員表彰を頂いて� 木村　和央君
・５年100％出席を祝っていただいて� 芝田　冬樹君
・出席優秀会員４年　ありがとうございます
� 木村　　隆君
・出席100％３年表彰ありがとうございました
� 松山　延寿君
・三年出席表彰を頂いて� 高橋祥二郎君
・表彰をありがとうございます。今後共よろしくお願
い致します� 吉居　龍治君

・出席100％表彰ありがとうございました
� 石田　益世君
・出席100％�2.5年となりました。ありがとうござい
ます� 木村　　篤君
・会員２年目、今年も親睦がんばります
� 中堀　敏信君
・２年間、100％出席を表彰していただきましてあり
がとうございます� 西山　忠彦君
・１年表彰　ありがとうございます� 齊藤　壽一君
・出席100％優秀会員表彰をいただきありがとうござ
います� 小野　弘嗣君
・出席100％表彰ありがとうございました
� 人見　能暢君
・６ヶ月間100％出席をさせて頂いてありがとうござ
います� 深野　裕一君
・無事、入会６ヶ月をむかえる事が出来ました。あり
がとうございます� 鈴木　竜哉君
・出席100％優秀会員６ヶ月をお祝いいただき
� 髙橋　　現君
・叙勲の栄に浴して� 大道　良夫君
・ガバナー月信に拙文を掲せていただいて
� 新庄　博志君
・本年もニコニコ箱への御寄付をよろしくお願い致し
ます� 山極　良太君
・久保様、船谷様、西尾様、お誕生日おめでとうござ
います� 斉藤　達雄君
・妻の誕生日祝って頂き、ありがとうございました
� 西尾　利二君
� 小　　計　　87件　　335,000円　
� （本年度累計　1,866件　3,013,000円）

■ロータリー財団寄付金
マルチプルポールハリスフェロー
・29年間お世話になりました
� 宮崎　君武君（累計　＄6,250）
・叙勲の栄に浴して� 大道　良夫君（累計　＄8,130）
� 小　　計　＄1,100　
� （本年度累計　＄13,900）

■米山奨学寄付金
米山功労者
・29年間お世話になりました
� 宮崎　君武君（累計　668,000円）
� 小　　計　　10,000円　
� （本年度累計　1,500,000円）

■21世紀ファンド寄付金
・今後とも大きく育てて下さい� 宮崎　君武君
・叙勲の栄に浴して� 大道　良夫君
� 小　　計　300,000円　
� （本年度累計　774,000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
　全員が主役だったら世の中は成り立たない。下手な人がいるからこそ
上手な人が際立つ。いかに主役を目立たせるかも人生の楽しみと思いだ
すと生きて行くのが楽しく、文字通り楽になる。� 藤井　節治


