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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
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新型コロナウィルス感染防止対策により休会
臨時号　2020．6．9

▶お誕生祝い

※例会が休会のため、ご本人の誕生日記念品を事務局にて

お預かりしております。大変ご足労ですがお時間がある

時に事務局に取りに来ていただきます様お願いします。

幹　事　報　告
▪大津ロータリークラブからの連絡事項

　・６月２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名）

　　②新入会員推薦の件（１名）

　　③新入会員所属委員会並びにカウンセラーの件（４名）

　　④退会の件（２名）

　　⑤６月中の例会開催について

　　⑥例会運営委員会　例会休会の事業報告

　　⑦「やあと言おうよ」の会開催について　会場監督

　　⑧広報雑誌委員会　週報PDF加工等（通年）事業計画

　　⑨スキー・スノーボード同好会の設立について

▪６月中の例会は全て休会となっておりますが、６月30

日㈫に例会ではありませんが、皆様が集える場「やあ

と言おうよ」の会が開催されます。

開催時間は13時～13時30分で、食事はございません。

詳細につきましては、先にFAXにて送信させて頂いて

おります「やあと言おうよ」の会の開催案内をご確認

下さい。会員様の出席は任意です。

今後の日程

項　　目 日　　程 内　容　等

例 　 　 　 　 　 会

６月９日㈫ 休　会

６月16日㈫ 休　会

６月23日㈫ 休　会

６月30日㈫ 休　会

項　　目 日　　程 内　容　等

「やあと言おうよ」の会 ６月30日㈫ 13時～13時30分

次年度クラブ協議会 ６月９日㈫ 13時45分～�開催

今年度クラブ協議会 ６月16日㈫ 13時45分～�開催

次年度理事・役員会 ６月30日㈫ 11時～� 開催

今年度臨時理事・役員会 ６月30日㈫ 13時45分～�開催

「早朝　近江大橋の空」辻川　幹男会員
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公　　示

大津ロータリークラブ細則第14条第1節3項により理事会において承認されました上記1名の方から同4項に従
い入会申し込み書の提出がありましたので同5項により6月9日付けをもって会員の同意を要請致します。
尚ご意見のある方は本日より7日以内に幹事まで書面にてお申し出下さい。

NEW　FELLOW 6月2日入会



木村　　隆

コロナ予防のライフスタイル

　新型コロナウイルス感染症の流行は、滋賀県、広く見て近畿地方では一段落したように見えますが、全国的に

第二波の発生と思える地域もありますので、まだまだ油断はできません。そこで今日までのライフスタイルの何

を元に戻し、何を維持するかを考えます。

　マスクの装着ですが、①汚染された自分の手から顔面に露出している粘膜への感染を防ぐための目的と、②自

分自身が感染者であったとき他人にうつさない目的があります。①の目的では、外出時以外は不必要で、洗って

いない手で顔を触らない習慣が身に付けば不要となります。逆に、顔を触るときはまず手を洗ってからという習

慣をつけるべきでしょう。②の目的は発病２日前から感染力が強くなることが判明したので、人が密集するとこ

ろでは他人を不安にさせないためにも必要です。なお、現在、屋外でも大多数の人が習慣的にマスクを装着して

いますが、短時間の接触での感染のエビデンスはありません。また、そのように簡単に感染するのであれば、毎

日満員電車で揺られている中年男性に感染が多発したはずですが、そのようなことはなく、そこまで感染力は強

くないと思われます。

　食事ですが、クラスターが発生したところは他人と密着して飲食を共にするところでした。パチンコは密集が

あるため当初問題とされましたが、クラスターは発生していません。従って、席を寄せ合ってワイワイガヤガヤ

言いながらの食事や飲酒が最も危険と言えます。また、あまり年配の方はされないと思いますが、繁華街やスポー

ツ観戦、テーマパーク等、人の多いところでの飲食は食物が汚染されるリスクが高いので避けるべきです。なお、

日本ではPCR検査を重症肺炎の早期発見のため実施しているので無症状や軽症の感染者がどれくらいいるのかわ

かりませんが、今後、行政検査以外のPCR検査が増え、それでも感染者が見つからない状態が一定の地域で一定

期間続けば、人間本来の文化である食事をみんなで囲むことは可能になると思います。

　会議等の開催は、参加者からクラスターが発生したという事例はなく、換気をよくし、座席間隔を少しあけれ

ばよいでしょう。ただし、研修会等でグループワークを伴うものは密着するのでまだ避けるべきです。



入会式が執り行われました 日時；６月２日㈫
場所：琵琶湖ホテル3階「ホワイト」「グリーン」

左から
津田　浩志君、古市　　実君、佐々木芳典君
濵﨑　達弥君、桜井　　寛君、高橋　達也君

寄付金贈呈式
　６月４日㈭大津市の市長公室会議室にて、寄付金贈呈式が行われ、大津ロータリークラブから、大津市へ200
万円を寄付させて頂きました。贈呈式では、佐藤市長、杉江副市長、田村政策調整部長の３人がお出迎えになら
れ、大津ロータリークラブからは、磯田隆雄会長、大道良夫直前会長、山本勝義会長エレクト、七黒勝士副会長
とわたくし幹事今井の５名が出席いたしました。
　磯田会長より「この寄付金は、新型コロナの影響により、ロータリーの活動が出来ていない状況の中、皆で話
し合い、奉仕事業費の一部と古くから積み立てている基金の一部を合わせています。コロナ感染症患者の指定病
院である大津市民病院の医療従事者の方々を応援しております」と説明され、「新型コロナウイルス感染症治療
に取り組む医療機関支援にお役立て下さい」と申し添えられ、佐藤市長に目録を手渡されました。佐藤市長は大
津ロータリークラブへ感謝の意を述べられ、大津市から感謝状を頂戴しました。

幹　事　今井　正人
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斎藤　英一

大津ロータリークラブの退会にあたって�

　３月31日付にて退会させていただきました斎藤でございます。
　2019年５月の入会から１年を待たずの退会となりましたこと、社命とはいえ大変残念に、そして本当に良くし
ていただいた皆様方には申し訳なく思っております。
　短い期間ではありましたが、例会での卓話、“美食”をテーマにした会員親睦会、そして大変盛り上がったクリ
スマス親睦会等、楽しかった思い出ばかりが記憶に残っています。これからもロータリークラブの奉仕の理念を
大切にしてまいります。
　今後の大津ロータリークラブの盛会と、皆様方のご健勝とご活躍を心より祈念させていただきます。
　本当にお世話になりました。ありがとうございました。

3月27日退会

𠮷田　和行

退会にあたって�

　一昨年６月に当クラブに入会させていただき２年足らずですが、この度３月31日を以て大津ロータリークラブ
を卒業させていただくこととなりました。
　短い期間ではありましたが、毎週の例会でお声掛けいただけたこと、クリスマス家族会や親睦会、情報集会、
オーパルさんでの青少年奉仕活動等を通じて皆様より頂戴した御厚情は私の大切な思い出であるとともに今後の
人生の宝物となりました。本当に感謝申し上げます。
　特に今年度は、奥村委員長を中心に“美味しい”をテーマにした会員親睦会では普段では中々、訪れることが難
しいお店に行かせていただけたことやクリスマス例会でのゴスペル（最初お聴きした時は絶対無理だと思ってい
ました…）、dd兄弟等大変思い出深い活動でした。
　ただ、ハンディが沢山あったにも関わらずゴルフ同好会コンペで優勝できなかったことと、異動に際しお世話
になった皆様に直接ご挨拶できなかったことは心残りですが、大阪の地より皆様の益々のご発展とご健勝をお祈
り申し上げます。
　本当に２年間ありがとうございました。

3月31日退会

畑野　　宏

感　　謝�

　皆様、お元気でいらっしゃいますか。この騒ぎでご挨拶も出来ぬまま退会してしまい、誠に申し訳ありません
でした。私は平成27年２月に芝野様、大道様のご紹介により入会させていただきました。５年間のロータリーラ
イフは、初めての経験も多く大変楽しくかつ刺激的なものでしたが、一番の驚きは何と言っても活き活きと活躍
されている大先輩達の姿でした。私も既に第二の人生が始まっておりますが、引き続き諸先輩の背中を目標に精
進していきたいと思っております。依然厳しい状況が続きますが、皆様もどうぞご自愛ください。
　本当に５年間ありがとうございました。
　大津ロータリークラブの益々のご発展をお祈り申し上げます。

3月17日退会



今週の写真
【早朝　近江大橋の空】

■ニコニコ箱
・入会させていただきました。何卒宜しくお願い致し
ます� 桜井　　寛君

・入会させて頂きました。宜しくお願い致します
� 濵﨑　達弥君
・伝統ある大津ロータリークラブに入会させて頂き、
ありがとうございます。よろしくお願いします
� 古市　　実君
・伝統ある大津ロータリークラブに入会させて頂き、
ありがとうございます。今後ともよろしくお願いい
たします� 佐々木芳典君

・伝統ある大津ロータリークラブへの入会が叶いまし
た。ありがとうこざいます� 津田　浩志君
・大津ロータリークラブに入会させていただきまして
ありがとうございます� 高橋　達也君

・濵﨑さん、桜井さん、高橋さん、津田さん、古市さ
ん、佐々木さん、本日、御入会おめでとうございま
す� 磯田　隆雄君　今井　正人君

・６名の方々、大津ロータリーへようこそ。木村さん、
お世話になりありがとうございました
� 大道　良夫君
・新入会の皆さんの入会を祝して� 七黒　勝士君
・６名の方々の入会を祝して
� 大林　一郎君　木村　　禎君
・古市　実さん、津田　浩志さん、佐々木芳典さん、
ご入会おめでとうございます。これから宜しくお願
いします� 山本　勝義君

・新入会員の皆様、御入会おめでとうございます。ロー
タリーライフを楽しんで下さい� 川戸　良幸君
・新入会員のみなさま宜しくお願いします
� 前田　省三君
・濵﨑くんはじめ、６名の新入会員をおむかえして！
� 増田喜代司君

・新入会員の皆様、入会おめでとうございます
� 内田健一郎君
・桜井さん、濵﨑さん、古市さん、佐々木さん、津田
さん、高橋さんの御入会を祝って� 新庄　博志君
・新入会員の皆様、ご入会おめでとうございます
� 松山　延寿君
・６名の方の入会を祝して� 山極　良太君
・木村�篤さん、山形でのご活躍を期待しています
� 今井　正人君　宮本　一幸君
・大津市への支援金寄付を終えて� 磯田　隆雄君
・大津市へ200万円寄付贈呈式を無事終えました
� 今井　正人君
・通常理事会、最終回無事終了　ありがとうございま
した� 連　　清春君

・スキー・スノーボード同好会の設立承認ありがとう
ございました

チョッと一言
入会して三年。やっとロータリーの例会に出席することが、生活の一部になってきたと
ころでした。そのように感じておられるメンバーの方もたくさんおられることでしょう。
緊急事態宣言は解除になったものの、例会再開まではまだまだですね。� 服部起久央

� 増田喜代司君　前田　省三君　坂口　昌弘君
・誕生日　自祝� 辻川　幹男君
・誕生日　自祝� 安本　　進君
・誕生日　自祝� 本郷　庄市君
・誕生日を祝っていただきありがとうございます
� 橋本　和正君
・妻の誕生日　自祝� 辻川　幹男君
・妻の誕生日　自祝� 安本　　進君
� 小　　計　　29件　　94,000円　
� （本年度累計　2,312件　3,790,000円）

■ロータリー財団寄付金
準ポールハリスフェロー
・入会させていただきました。何卒宜しくお願い致し
ます� 桜井　　寛君（累計　＄100）

・入会させて頂きました。宜しくお願い致します
� 濵﨑　達弥君（累計　＄100）
� 小　　計　　＄200　
� （本年度累計　＄14,100）

■米山奨学寄付金
米山功労者
・コロナ収束を祈って
� 德田　定弘君（累計　1,150,000円）
準米山功労者
・入会させていただきました。何卒、宜しく、お願い
致します� 桜井　　寛君（累計　12,000円）
・入会させて頂きました。宜しく、お願い致します
� 濵﨑　達弥君（累計　12,000円）
� 小　　計　　　34,000円　
� （本年度累計　1,551,000円）

■21世紀ファンド寄付金
・入会させていただきました。何卒宜しく、お願い致
します� 桜井　　寛君

・入会させて頂きました。宜しくお願い致します
� 濵﨑　達弥君
・伝統ある大津ロータリークラブに入会させていただ
き、ありがとうございました� 古市　　実君
・大津ロータリークラブに入会させて頂き、ありがと
うございます。今後ともよろしくお願い申し上げま
す� 佐々木芳典君
・大津ロータリークラブへの入会が叶いました。今後
ともよろしくお願いします� 津田　浩志君
・大津ロータリークラブに入会させて頂きまして、あ
りがとうございます� 高橋　達也君
� 小　　計　　66,000円　
� （本年度累計　1,303,748円）


