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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 116名
　出席規定適用除外会員数　17名（内 出席者数 12名）
　出席規定適用会員数　　99名（内 出席者数 92名）
　出席会員数104名　出席率 93．69％ （104名／111名）
※1月14日㈫のMake-up後の出席率 100％ （115名／115名）
◦お客様
　劉　　宗沛君（米山奨学生） 計１名

第3535回例会　2020．2．14
大津市内4RC合同例会

於 びわ湖大津プリンスホテル「プリンスホール」

18：00　点鐘・開会

　▶国歌斉唱
　▶ロータリーソング「それでこそロータリー」
　▶ご来客の紹介
　▶会長の時間� 大津中央RC　濱出昇一郎 会長

　▶幹事報告（各クラブ）
　▶卓　話 大津市長　佐藤　健司氏

18：45　閉会・点鐘

19：00～20：30　懇親会

幹　事　報　告
▪大津ロータリークラブからの連絡事項
　・２月４日㈫開催の理事・役員会承認事項
　　①会場監督 新年例会事業報告
　　②例会運営委員会 出席率100％優秀会員表彰事業報告
　　③親睦活動委員会 新年懇親会並びに新入会員懇親会、旭日中綬

章お祝い事業報告
　　④例会運営委員会１月14日例会事業報告
　　⑤定款細則審議特別委員会 定款細則（改正）冊子の発行事業報告
　　⑥職業奉仕委員会 １月21日例会事業報告
　　⑦例会運営委員会 １月28日例会事業報告
　　⑧例会運営委員会 ４月７日例会事業計画の件
　　⑨例会運営委員会 ４月14日例会事業計画の件
　　⑩社会奉仕委員会 ４月14日ノーカー例会事業計画の件
　　⑪例会運営委員会 ４月21日例会事業計画の件

2020年 ロータリーカレンダー
平和と紛争予防／紛争解決月間

２月15日㈯

2020-21年度第1回合同地区委員会及び第2回地区チーム研
修セミナー 12：45～13：45（第1回合同地区委員会）・14：
00～17：00（第2回地区チーム研修セミナー） 於 京都ホテル
オークラ3階／大津RAC2月第1例会「写経に挑戦！例会」9：
40～11：15　於 三井寺（正門付近に集合）

16日㈰
17日㈪

18日㈫ 14日開催の大津市内4RC合同例会に変更／水口RC変更〇
／野洲RC変更×

19日㈬ 八日市南RC変更×／近江八幡RC変更〇／高島RC変更×

20日㈭
びわ湖大津プロバスクラブ第21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／湖南RC変更
〇／栗東RC変更×／びわ湖八幡RC休会×

21日㈮ 長浜東RC変更〇
22日㈯

23日㈰
《天皇誕生日》ロータリー・リーダーシップ研究会（RLI)第
2650地区RLI卒後コース研修会 13：00～16：50　於 国際ロー
タリー第2650地区ガバナー事務所 他、貸会議室

24日㈪ 《振替休日》地区職業奉仕「講演会」13：00～16：45　於 京
都テルサホール

25日㈫

大津RC例会（3536回）　第3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「いよいよ開幕～西教寺 明智光秀博～」
びわ湖大津観光協会 田中 眞一氏／長浜北RC休会×／野洲
RC変更×／彦根南RC休会×

26日㈬ 八日市南RC休会×

27日㈭
大津RAC2月第2例会「洋食マナー例会」19：30～21：00　
於 琵琶湖ホテル3階「ホワイト」／大津西RC休会×／湖南
RC休会〇／栗東RC休会×

28日㈮ 守山RC変更〇

29日㈯ 会員増強アクション会議 13時～16時 於 キャンパスプラザ
京都5階 第1講義室

３月１日㈰
２日㈪

３日㈫

大津RC例会（3537回）　3月定例理事・役員会 11：00～ 於 
琵琶湖ホテル3階「グリーン」／ローターアクト委員会担当
例会スピーチ「大津ローターアクトクラブの現状」大津
RAC会長 田中 節乃さん・大津RAC幹事 池之内 孝介君／
長浜北RC変更×

４日㈬
５日㈭
６日㈮

７日㈯

長浜北ロータリークラブ創立30周年記念例会並びに祝賀会 
記念例会 15：00～・記念祝賀会 16：30～18：30　於 グラ
ンパレ―京岩／新春親睦囲碁対局と懇親会 13：00～18：30　
於 京都東急ホテル1階「祇園の間」

８日㈰
９日㈪ 長浜RC変更〇

10日㈫
大津RC例会（3538回）　新入会員スピーチ「ハラスメント防
止（2019年度）」田中 満君・「創業者精神の継承」太田 尚典君
／長浜北RC変更○

○印は平常通り受付、×印はビジター受付なし

 →2頁に続きます

「西教寺」籔本　俊作会員

第2650地区
大津ロータリークラブ 週報　
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　２月９日㈰リーガロイヤルホテル京都にて第二回社会奉仕委員長
会議が開催されました。「スペシャルオリンピックとは　心のバリア
フリーを目指して」と題して公益財団法人スペシャルオリンピック
ス日本・京都専務理事兼事務局長で
あり京都ロータリークラブ会員であ
られる木本　和秀氏による講演が行

われました。恥ずかしながら私には「スペシャルオリンピック」なる言葉は初耳で、
知的障害のある人達にスポーツを通じた競技会を通じて社会参加を応援する世界的
な大組織で４年毎に世界大会を開催されます。順位を競う事だけが目的では無いの
がパラリンピックとの違いのように感じました。財源の確保の為にコカ・コーラと
提携して自販機の設置を勧めておられ、ロータリー諸兄に幅広い援助と理解を願っ
ておられました。最後に河本パストガバナーの総評を得て閉会しました。

社会奉仕委員長会議講演

前田　義和（ホテル）

大津ロータリークラブに入会して

　この度は伝統ある大津ロータリークラブに入会させていただきまして誠に光
栄に存じます。私は36年前に旧琵琶湖ホテル（現びわ湖大津館）に入社しました。
旧ホテルは柳が崎の景観と調和した桃山風破風造を特徴とし、近代的洋風建築
でありながら社寺建築の様式を取り入れており、その優雅な姿は今も観ること

ができます。その柳が崎の時代から大津ロータリークラブとともに歩んできた軌跡を回顧しますと、青二才ながら感じ
ていたことを想い出しました。それはただただ「尊敬」の一言に尽きます。長きに渡りご多忙にも関わらず時間を作り、
誠意と熱意をもって汗をかく姿は勇ましくまた美しく、私の心に強く映りました。私も一日でも早く皆様に追いつくた
めにも、積極的に奉仕活動に参加してネットワークを広げ、信頼を得られるよう精進してまいります。まだまだ未熟で
至らぬ点も多々あると存じますが、今後もご指導、ご鞭撻くださいますよう何卒宜しくお願い申し上げます。
 （京阪ホテルズ＆リゾーツ株式会社　琵琶湖ホテル　総支配人）

は じ め ま し て

　　⑫例会運営委員会 ４月28日例会事業計画の件
　　⑬青少年奉仕委員会 RYLA受講生推薦について事業計画の件
　　⑭国際奉仕委員会 台中RC創立65周年参加事業計画の件
　　⑮2020-21年度地区委員就任（変更）の件
　　⑯第78回滋賀県下RC合同親睦ゴルフ大会補助の件
　　⑰2020-21年度 理事・役員・委員会構成表（案）
　　⑱2020-21年度 行事・例会予定一覧表（案）
　　⑲2020-21年度 大津RC事業日程表・地区行事日程表
　　　＊70周年事業の日程
　　　　2020年12月18日㈮ 70周年前夜祭
　　　　2020年12月19日㈯ 70周年記念式典例会、祝賀会
▪各種会議・行事出席報告
　・２月３日㈪「グローバル補助金奨学生 家森正志氏 帰国慰労会」

が、ベルヴァンブルージュ（びわ湖大津館内）で開催され、磯
田会長をはじめ10名の会員が参加されました。

　・２月４日㈫親睦活動委員会事業の「会員親睦会」が嵐山熊彦で
開催され、磯田会長をはじめ39名の会員が参加されました。

　・２月９日㈰第２回社会奉仕委員長会議が、リーガロイヤルホテ
ル京都にて開催され、内田健一郎社会奉仕委員長が出席されま
した。

▪2650地区等からの連絡及び通知事項
　・第78回滋賀県下RC合同親睦ゴルフ大会参加の案内を前回例会時

に配布いたしました。
　　　日時　2020年４月23日㈭　午前７時30分～スタート
　　　場所　名神八日市カントリー倶楽部
　　　会費　8,000円（4,000円はクラブ補助）
　　長浜RC様のホストでロータリー希望の風奨学金チャリティーゴ

ルフとなっております。
　　ご参加の皆様にはメークアップカードが発行されます。

→1頁からの続き

社会奉仕委員会　委員長　内田健一郎

第二回社会奉仕委員長会議に参加して

河本パストガバナー



グローバル補助金奨学生 家森正志氏 
 帰国慰労会が開催されました。
■日時：令和２年２月３日㈪ 18：00～20：30　■於：ベルヴァン ブルージュ（びわ湖大津館内）

親睦活動委員会事業「第3回会員親睦会」
　２月４日㈫京都嵐山：嵐山熊彦で、第３回会員親睦会を開催しました。
　今年度は「美食（おいしい）」をテーマにした会員親睦会の最終回となり、磯田会長をはじめ総勢39名の方に
参加いただきました。
　当日の京都嵐山は、平日の夕暮れ時、とても静かで桂川、渡月橋を見ながら、メンバーの皆様と美味しい料理
をいただきました。楽しい時間は、あっという間に終わり、有意義な時間を過ごさせて頂きました。
　最後に、磯田会長はじめ大津ロータリークラブのメンバー皆様のおかげで無事終了することができ、感謝申し
上げます。
　次は「春の家族会」です。皆様、楽しみに待っていてください。

親睦活動委員会　副委員長　木村　　篤

日時：２月４日㈫ 18：00～20：00
場所：京都嵐山：嵐山熊彦

■ニコニコ箱
・つたないスピーチを聞いていただいて、５月の台中クラブ

創立65周年式典には多数の会員の参加をお待ちしています
 德田　定弘君

・德田さん、大変貴重なお話ありがとうございます

 磯田　隆雄君　今井　正人君　前田　省三君
・德田さん、スピーチありがとうございました
 廣田　康雄君
・德田さん、なつかしい話ありがとうございました
 井上　和正君　二橋　昭夫君



今週の写真【西教寺】
光秀曰く
「へぇ～。うちの一族を立派なところで祀ってくれてるんや。
大河ドラマを花火にしたらあかんで。よろしゅうたのんます。」

訃　報
会員 西居 基晴君のご母堂様 咲子様が去る2月9日㈰ご逝去
されました。（享年83歳）
茲に謹んでご冥福をお祈り申し上げます。
尚、告別式は2月12日㈬セレマ浜大津シティホールにて執り
行われました。

・德田さんのスピーチを聞き、なつかしい写真を見て！
 清水　　晟君
・德田さんのスピーチに感謝 大道　良夫君
・德田　定弘さん、本日、いろいろとご指導賜りありがとう

ございました 七黒　勝士君　山本　勝義君
・德田様、例会スピーチありがとうございます
 橋本　和正君
・德田様、スピーチありがとうございます 木村　　隆君
・德田　定弘さん、スピーチありがとうございました
 杉野　善彦君
・德田さん、例会スピーチありがとうございました
 中堀　敏信君　畑野　　宏君
・德田様、会員スピーチ大変ご苦労様でした 高橋祥二郎君
・德田さん、会員スピーチありがとうございました
 近藤　久人君
・德田様のスピーチに感謝！ 牧　　春彦君
・德田さん、会員スピーチご苦労様です 山本　　彰君
・德田パスト会長、例会スピーチありがとうございます
 森上　和昌君
・德田さん貴重な話ありがとうございます 内田健一郎君
・德田様、会員スピーチありがとうございました
 保田　　亨君
・德田様、スピーチありがとうございました 連　　清春君
・德田様、例会スピーチありがとうございます
 深野　裕一君　 塚本　忠雄君　田邉　伸彦君
・德田　定弘様、例会スピーチありがとうございます
 小林　洋之君
・德田さん、例会スピーチありがとうございます
 𠮷田　和行君
・德田様、スピーチありがとうございました 岡井　克之君
・德田　定弘さん、スピーチありがとうございます
 吉居　龍治君
・德田さん、スピーチありがとうございます 鈴木　竜哉君
・德田様、「姉妹クラブを知ろう」のプレゼンテーション、

勉強になりました 前田　義和君
・德田さん、例会スピーチありがとうございました
 新庄　博志君
・德田パスト会長、勉強になりました。ありがとうございま

した 藤田　治久君
・德田さん、スピーチありがとうございます 中山　雅文君
・德田さん、会員スピーチありがとうございました。勉強に

なりました 中村　智禄君
・德田さん、会員スピーチありがとうございました
 西居　基晴君
・德田様、スピーチありがとうございました 板倉　一浩君
・德田　定弘さん、会員スピーチありがとうございました
 松本　伸夫君
・德田様、貴重なスピーチをありがとうございました！
 小林　　弘君
・德田さん、会員スピーチありがとうございます
 財津　敏幸君
・德田パスト会長、貴重なお話をありがとうございました
 松山　延寿君
・德田さん、スピーチありがとうございました
 草野　　勝君
・德田さん、例会スピーチありがとうございます
 太田　尚典君
・德田さん、会員スピーチありがとうございました
 深尾　雅章君
・次年度、委員会構成、例会予定、ご承認賜りました。あり

がとうございます。お世話になりますが宜しくお願い致し
ます 山本　勝義君

・次年度、社会奉仕委員会の皆様よろしくお願い致します
 山本　　彰君
・新庄さん、先日はお世話になりました。ありがとうござい

ます 川辺　惠子君
・2017年１月末に入会させて頂いて以来まる３年になりまし

た。皆様これからもどうぞ宜しくお願い致します！
 中井　　正君
・磯田会長、おいしいワインありがとうございました
 村田　健二君
・新庄さん、おいしい料理ありがとうございました
 村田　健二君
・新庄さん、先日は、大変お世話になり、ありがとうござい

ました 浜崎　大祐君
・祝っていただきありがとうございます。そこそこ歳をとっ

てしまいました 藤井　節治君
・72才になるんや 籔本　俊作君
・誕生日自祝 七黒　勝士君
・誕生日自祝 松田　浩志君
・誕生日お祝い、ありがとうございます！ 齊藤　壽一君
・誕生日を祝っていただいて、感謝、感謝 木村　　禎君
・お誕生日の皆様、おめでとうございます
 田中　　満君　船谷　昭夫君
・誕生日を祝って頂いて 深野　裕一君
・誕生日を祝っていただいて 芝田　冬樹君
・誕生日祝っていただいて、ありがとうございます
 曽根　久統君
・誕生日を祝っていただいて 井上　伸一君
・妻の誕生日自祝 廣田　康雄君
・先日、妻の誕生日を祝っていただいてありがとうございま

す 西山　忠彦君
・妻の誕生日を祝っていただいて 高木　　浩君
・家内の誕生日を祝っていただきありがとうございます
 村田　健二君
・妻の誕生日を祝って頂きありがとうございます
 北村　幸弘君
・家内の誕生日を祝って頂いて 城　　　務君
・妻の誕生日を祝って頂きありがとうございました
 宮本　一幸君
 小　　計　　73件　　150,000円　
 （本年度累計　2,163件　3,481,000円）

国際ロータリー為替レート　2020年2月
1ドル＝110円

チョッと一言
　キャッシュレスの時代が世間で取り沙汰される様になり、小生も時代に遅れまいと
カードを使う努力をしておりますが、どうもカード支払いの分だけ、無駄遣いをしてい
るという現実を認識するに至りました。これは注意せんとあかんなぁ～。� 藤井　節治
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