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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 2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 13名）
　出席規定適用会員数　　98名（内 出席者数 85名）
　出席会員数98名　出席率 88．28％ （98名／111名）
※12月17日㈫のMake-up後の出席率 100％ （120名／120名）
◦お客様
　家森　正志氏（ロータリー財団　グローバル補助金奨学生） 計１名

第3532回例会　2020．1．21
　▶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」
　▶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
　▶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
　▶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
　・１月14日㈫書面による臨時理事会にて以下の議案が承認さ
れました。

　　・前田義和君を新入会員として推薦する件
　・長浜北ロータリークラブ様より、創立30周年記念例会の案
内が届いております。

　　　日時：令和２年３月７日㈯　15：00～�例会
　　　　　　　　　　　　　　　　16：30～�祝賀会
　　　場所�：グランバレー京岩
▪各種会議・行事出席報告
　・�１月14日㈫川戸良幸例会運営委員長が京都東山ロータリー
クラブ様の例会にて「京都と琵琶湖を結ぶ・東山�琵琶湖

2020年 ロータリーカレンダー
職業奉仕月間

１月22日㈬ 八日市南RC変更×

23日㈭
大津RAC1月第2例会「半期振り返り例会」19：30～
21：00　於 大津市旧大津公会堂／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㈪ 五箇荘能登川RC変更〇

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×

５日㈬ 大津東RC変更〇
６日㈭
７日㈮
８日㈯ 2019-20年度 第2回合同地区委員会

９日㈰ 第2回社会奉仕委員長会議 13：30～17：00　於 リーガ
ロイヤルホテル京都 2階 朱雀の間

10日㈪

11日㈫ 《建国記念の日》大津RC法定休会／長浜北RC休会×
／野洲RC休会×

○印は平常通り受付、×印はビジター受付なし

疏水事業について」と題してゲストスピーチをされました。
▪2650地区等からの連絡及び通知事項
　・京都南ロータリークラブ様より、「新春親睦囲碁対局と懇
親会」のご案内が届いております。

　　　日時：令和２年３月７日㈯　13：00～18：30
　　　　　　　　　　　　　　　　17：00～懇親会
　　　場所：京都東急ホテル１F「祇園の間」
　　　会費：11,000円（対局のみ4,000円）
　　参加ご希望の方は幹事今井までお申出ください。

「朝日影に映える湖岸の葦」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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　名誉会員 石田 喜之氏が去る１月12日にご逝去されました。享年92歳でした。
　石田氏は昭和35年に当クラブに入会されて以来58年間ロータリアンとして、ご活躍頂
き、2018-19年度からは、名誉会員としてクラブを見守っておられました。
　３年前からは、ご子息益世氏とともに、地区内においても数少ない親子会員として大
津ロータリークラブの発展に寄与して頂きました。
　その間、1984-85年度には第35代会長としてクラブの発展に尽力され、更に2000-01年
度にはクラブ創立50周年記念事業を実行委員長として成功裏に納められました。また、
1988-89年度には細田精一ガバナーの元で地区幹事を務められ2650地区の運営においても

その手腕を発揮されており、2002年に当地区において初のガバナー補佐制度が導入されたときには、滋賀県内全
クラブを１名で担当する初代ガバナー補佐として2004年までの２年間の任期を全うされ、県内ロータリークラブ
の発展にも大きく貢献されました。
　茲に、謹んでご冥福をお祈り申し上げます。
　尚、告別式は１月16日セレマ浜大津シティーホールにて執り行われました。

訃　報

■ 帰国のご挨拶  
� 滋賀医科大学医学部歯科口腔外科　家森　正志
　明けましておめでとうございます。歴史ある大津ロータリークラブの最初のグローバル補助金奨学生として令和
元年の７月１日から12月31日までドイツのデュッセルドルフにあるハインリッヒ・ハイネ大学顎顔面外科に留学さ
せていただきました、滋賀医科大学医学部歯科口腔外科家森正志と申します。大津ロータリークラブの大道良夫前
会長や幹事の村田健二様をはじめ多くの会員の皆様にご支援、ご協力していただけたこと心より感謝申し上げます。
また、出発前には壮行会を開催していただき、温かいお言葉を頂戴して大変勇気づけられたことは一生忘れません。
加えて、留学先のロータリークラブでは、前会長の兼行美香様や現会長で歯科医師のAlexa�von�Gienanth様に歓迎
していただき、例会はじめクリスマス会やご自宅のホームパーティーなどにも招待していただきました。ロータリー
クラブのHospitalityの精神を目の当たりにし大変感銘を受けるとともに、そういったロータリーの精神はまさに国際
的であることを実感できたことは、今回の留学の大きな収穫の一つです。留学先で学んだことを日本で実践し、世
界の多くの方々に還元できるように頑張りたいと思います。これからは第2650地区の奨学生のOB会に参加させてい
ただきます。今後ともご指導ご鞭撻のほどお願いいたします。

会員 中村 智禄君の自宅の住所が変更されましたのでお知らせします。
尚、電話番号は従来通り変更ありません。

住所：〒520-0816　大津市相模町4-14（会社住所と同じ）

メンバーニュース



大津ローターアクトクラブ「立木観音参拝例会」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
　新年明けましておめでとうございます。昨年は大変お世話になり、有難うございました。本年もどうぞよろしく
お願い致します。
　2020年初の例会は、１月11日㈯に毎年恒例の立木観音参拝例
会を開催しました。天候に恵まれ、上がっていると暑さを感じ、
身体から湯気があがっているメンバーもいるほどでした。そし
て今年は皆スムーズに頂上まで上がることができ、とても清々
しい気持ちで参拝することができました。皆でおみくじを引き
ましたが、誰一人大吉は出ませんでしたが、今後運気は上がっ
ていく一方だという気持ちで本年もローターアクトクラブでの
活動に精一杯取り組んでいきます。
　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、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。

■ニコニコ箱
・スピーチ、ご清聴ありがとうございました� 山本　浩司君
・新春相場想定を四社合同で頑張りました� 橋本　真紀君
・山本さん、橋本さん、田中さん、鈴木さん、本日「新春相
場展望」ありがとうございました

� 磯田　隆雄君　七黒　勝士君
� 　今井　正人君　前田　省三君
・山本　浩司さん、橋本　真紀さん、田中　　満さん、鈴木　
竜哉さん、スピーチありがとうございました

� 廣田　康雄君

35年出席表彰を受けて 二橋　昭夫
　私が大津へ来たときは、知人は誰もいなく、右も左も判らない状況でした。
私の兄貞雄と名誉会員辻󠄀川幹男氏とは、青年会議所のブロックの副会長を同
時期にしていた関係で『愚弟を頼む』ということで、24歳でJCに、40歳で当
クラブに辻󠄀川氏の推薦で入会させて頂きました。入会以来、諸先輩方にお叱
りやご指導を受けました。
　特に、過日逝去されました島村義郎氏の会社やご自宅に何度もお邪魔しま
した。
『二橋ちゃん、人生にも囲碁でもここぞという大切な一手がある。全体を見
渡して、攻めか守りか、要の一石を打て』と教えられました。
　まだ35年です。故山口善造パストガバナーや名誉会員�故石田喜之先生の50年以上をお手本として、ロータリーライ
フを楽しみたいと思います。
　今後ともよろしくお願いします。

10年100%表彰に感謝 奥村　利樹
　私がJCを卒業した40歳の年に、突然辻󠄀川さんから「奥村君、入会申込書は
書いてあるからすぐにロータリーに入れっ」と言う電話を頂いた際「商工会
議所青年部の全国大会が大津であるからそれが終わるまで待って下さい」と
いう今思えば、もの凄く失礼なお返事をしたにも関わらず、その６年後に増
田拡大委員長の下、辻󠄀川さんと木村禎さんに推薦者になって頂き、入会させ
て頂きましたのが10年前。その後副幹事、会報委員長、国際奉仕委員長、会
場監督、国際奉仕理事、そして今年度は会員親睦委員長…とやらせて頂く限
りは全力で！という私流で、多くの方に叱咤激励・助言やサポートをしても
らいながら、ロータリーライフを楽しませて頂いています。10年を振り返れ
ば、ゴルフ同好会の盛り上がりにだけは貢献したと自負しながら（笑）ロータリーは私の生活の一部になっているよう
です。普段では声もかけて頂けないような大津の重鎮の方と週に一度は同じテーブルで食事が出来ることと、加えて
故石田先生や辻󠄀川名誉会員はじめ諸先輩方にいつも声をかけて頂いた事、更に可愛がって頂いた事に感謝し、10年選
手になっても明るく元気潑剌で頑張りたいと思いますので、これからも皆さま、笑顔でお付き合い下さい。



今週の写真【朝日影に映える湖岸の葦】
湖岸に群生する葦（ヨシ）は水を浄化する機能にとどまらず、環境琵琶のシ
ンボルとも言えます。二つのマストと三上山が遠景にあり詩情をそそります。

・例会スピーチご苦労様です� 松平　智康君
・新春相場展望、明るい見通しを期待しています
� 大道　良夫君
・山本さん、橋本さん、田中さん、鈴木さん、例会スピーチ
ありがとうございます� 橋本　和正君
・山本　浩司さん、橋本　真紀さん、田中　　満さん、鈴木　
竜哉さん、スピーチありがとう� 山本　勝義君
・山本、橋本、田中、鈴木さん、例会スピーチありがとうご
ざいました。今年の運用の参考にさせていただきます
� 中堀　敏信君
・山本さん、橋本さん、田中さん、鈴木さん、スピーチあり
がとうございました� 牧　　春彦君
・山本さん、橋本さん、田中さん、鈴木さん、素晴しいリレー
スピーチをありがとうございました！� 中井　　正君
・証券業界の皆様のおもしろい話ありがとうございました。
次もよろしくお願いします� 木村　　禎君
・山本（浩）君、橋本さん、田中君、鈴木君、会員スピーチ
ご苦労様です� 山本　　彰君
・山本さん、橋本さん、田中さん、鈴木さん、スピーチあり
がとうございました� 保田　　亨君
・例会スピーチ「新春相場展望」楽しく聞かせて頂きありが
とうございます� 深野　裕一君
・山本　浩司様、橋本　真紀様、田中　　満様、鈴木　竜哉
様、例会スピーチありがとうございます� 小林　洋之君
・山本さん、橋本さん、田中さん、鈴木さん、例会スピーチ
ありがとうございます� 𠮷田　和行君
・山本様、橋本様、田中様、鈴木様、担当例会スピーチ有難
うございました� 和田　知子君
・四証券ロータリアンスピーチありがとうございました
� 奥村　利樹君
・山本様、橋本様、田中様、鈴木様、スピーチお疲れ様でし
た� 岡井　克之君
・山本　浩司さん、橋本　真紀さん、田中　　満さん、鈴木　
竜哉さん、会員スピーチありがとうございました
� 新庄　博志君
・山本さん、橋本さん、田中さん、鈴木さん、スピーチあり
がとうございました� 藤田　治久君
・山本　浩司様、橋本　真紀様、田中　　満様、鈴木　竜哉
様、例会運営委員会担当例会会員スピーチありがとうござ
います� 斉藤　達雄君
・相場展望スピーチ、参考にさせていただきます
� 中山　雅文君
・山本さん、橋本さん、田中さん、鈴木さん、会員スピーチ
ありがとうございます� 北村　幸弘君
・会員スピーチ、山本　浩司さん、橋本　真紀さん、田中　　
満さん、鈴木　竜哉さん、ありがとうございました
� 中村　智禄君
・山本さん、田中さん、会員スピーチありがとうございます
� 木村　和央君
・山本さん、橋本さん、田中さん、鈴木さん、例会スピーチ
ありがとうございます� 田邉　伸彦君
・山本さん、橋本さん、田中さん、鈴木さん、スピーチ勉強
になりました。ありがとうございました� 福田　義彦君
・山本さん、橋本さん、田中さん、鈴木さん、投資勉強させ
ていただきました。ありがとうございます� 松本　伸夫君
・山本さん、橋本さん、田中さん、鈴木さん、新春相場展望
ありがとうございます。今年は期待できそうですね！
� 財津　敏幸君
・山本様、橋本様、田中様、鈴木様、新春相場展望スピーチ
ありがとうございました� 人見　能暢君
・山本さん、橋本さん、田中さん、鈴木さん、会員スピーチ
ありがとうございました� 松山　延寿君
・山本さん、橋本さん、田中さん、鈴木さん、例会スピーチ
ありがとうございます� 太田　尚典君

・山本様、橋本様、田中様、鈴木様、スピーチありがとうご
ざいます� 山極　良太君

・山本さん、橋本さん、田中さん、鈴木さん、例会スピーチ
ありがとうございました� 深尾　雅章君

・山本さん、橋本さん、田中さん、鈴木さん、会員スピーチ
ありがとうございました� 浜崎　大祐君

・山本　浩司さん、橋本　真紀さん、田中　　満さん、鈴木　
竜哉さん、本日のスピーチ有難うございます

� 宇野　晴久君
・家森さん、本日はようこそ、お帰りなさい
� 磯田　隆雄君　今井　正人君
・家森先生、お帰りなさい。お疲れさまでした
� 大道　良夫君
・家森先生、お帰りなさい。お元気そうで何よりです
� 井門　一美君
・家森様、ようこそ！お楽しみ下さい！� 連　　清春君
・石田先生のご冥福をお祈りいたします� 服部起久央君
・石田喜之さんのご冥福をお祈り致します� 山本　　彰君
・石田先生。お世話になりました。御冥福をお祈りいたしま
す� 芝田　冬樹君

・石田先生、公私共、大変お世話になり、ありがとうござい
ました。心よりご冥福をお祈り申し上げます

� 曽根　久統君
・新年懇親会、秋の叙勲のお祝い並びに新入会員歓迎会、親
睦活動委員会の皆様ありがとうございました

� 磯田　隆雄君
・新年懇親会、叙勲祝、新入会員歓迎会を無事に終える事が
出来て！� 奥村　利樹君

・三年出席表彰ありがとうございました� 草野　　勝君
・出席優秀会員一年表彰ありがとうございます
� 河野　孝宏君
・１年100％出席表彰ありがとうございました�田中　　満君
・A型インフルエンザ流行ってます。不要、不急の外出は避
けウガイ、手洗、励行しましょう� 細田　光藏君

・二橋さんから、「一拍遅れてどないやねん！」と反撃をく
らって。それも返歌という古風な方法で� 宮川　芳夫君

・誕生日をお祝い戴いて� 船谷　昭夫君
・誕生日自祝� 連　　清春君
・妻と私、２人祝って頂きありがとうございます
� 西澤　光平君
・誕生日を祝って頂きありがとうございます� 鈴木　竜哉君
・妻の誕生日を祝って頂き� 山田　英樹君
・早退失礼します� 内田健一郎君
� 小　　計　　63件　　105,000円 
� （本年度累計　1,929件　3,118,000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
　煮干しで出汁をとる際、調理人はいわしの頭と腹肝をとる。細か
い作業だが、この手間を省くと出汁が苦くなる（苦みが出る）。人の
一生も腹に一もつを持っていると苦い人生になる。� 藤井　節治

▶担当例会スピーチ
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