
次回オンライン例会(Zoom)参加の案内【止むを得ず例会会場に出席できない会員の皆様へのお知らせ】
例会当日のオンライン例会（Zoom）に参加の場合は、「出席」扱いとなります。但し、出席報告用紙（事務局発行）に必要事項を記入の上、当日
中に事務局までFAXが必要です。
ミーティングID：858 795 7526　ミーティングパスコード：orc1109 　Zoomにてご参加される際には、マイクをオフにしてください。

第3577回例会　2021．11．2
12：00　開場
　▶コーヒーサーブ・自由懇談
12：30　点鐘・開会
　▶国歌斉唱（声を出さず心の中でご唱和ください）
　▶ロータリーソング「我等の生業」
　▶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
　▶ロータリー財団委員会担当例会会員スピーチ
　　「ロータリー財団の制度と活動状況について」
� 地区補助金委員会　委員　新庄　博志君
　▶ニコニコ箱の発表
13：30　閉会・点鐘

幹　事　報　告
▪地区からの連絡及び通知事項
　・11月ロータリー為替レートは、1ドル114円（現行112円）
です。

▪各種会議・行事出席報告
　・10月31日㈰�9：10～12：15ロータリー・リーダーシップ研
究会（RLI）第2650地区RLIパートⅡ＜セッション１～３＞
がZoomによるオンライン会議にて開催され、木村　隆さ
ん、新庄　博志さんが参加されました。

◉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 18名（内 出席者数 15名）
　出席規定適用会員数　　97名（内 出席者数 83名）
　　　　　　　　　　　　　　　※Zoom出席5名含む
　出席会員数98名　出席率 87.50％ （98名／112名）

2021年 ロータリーカレンダー
〈ロータリー財団月間〉

11月３日㈬

《文化の日》「びわ湖クリーンデー」“ロータリー奉仕
デーに因んで” 9：30～10：30　講演「びわ湖全層循環社
会 マザーレイクゴールズ策定にあたって」立命館大学
総合科学技術研究機構 教授 熊谷 道夫先生 於 ピアザ
淡海/11：00～12：00　清掃活動①ピアザ淡海～大津港
②ピアザ淡海～なぎさ公園市民プラザ

４日㈭ 大津西RC休会×/長浜北RC休会×/湖南RC（ビジター
受付×）/びわ湖八幡RC休会×/彦根RC変更×

５日㈮ 東近江RC休会×
６日㈯

７日㈰

ロータリー・リーダーシップ研究会（RLI）第2650地区
RLIパートⅡ（WEB研修会）<セッション4～6> 9：10～
12：15/RI第2640・2650・2660・2680地区　2021-22年度　
ローターアクト関西四地区情報交換会 交流会 14：00
～16：00 懇親会 16：30～18：30 於 Zoomによるオン
ライン開催

８日㈪

９日㈫
大津RC例会（3578回）　例会運営委員会担当例会 会員
スピーチ「創立50周年を振り返る 2000-01年度」宮川 芳
夫君/野洲RC（ビジター受付×）

10日㈬

11日㈭
大津RAC11月第1例会「ゾーン代表公式訪問」例会 19：30　
～20：30 於 大津市旧大津公会堂/大津西RC変更×/湖
南RC（ビジター受付×）/びわ湖八幡RC（ビジター受付
×）/彦根RC変更×

12日㈮ 大津中央RC変更×
13日㈯
14日㈰
15日㈪

16日㈫

大津RC例会（3579回）　職業分類委員会担当例会 会員
スピーチ「職業分類について」連 清春職業分類委員長・
西尾 利二副委員長・木村 禎委員/俳句同好会11月例会
は開催中止/甲賀RC（ビジター受付×）/野洲RC（ビジ
ター受付×）

17日㈬ ゴルフ同好会11月例会 8：35スタート 於 瀬田ゴルフ
コース 北コース

18日㈭
びわ湖大津プロバスクラブ例会 17：00～18：00（Zoom
にてオンライン例会）/湖南RC（ビジター受付×）/びわ湖
八幡RC（ビジター受付×）/彦根RC変更×

19日㈮ 長浜東RC変更×

20日㈯
21日㈰
22日㈪
23日㈫ 《勤労感謝の日》法定休会

○印は平常通り受付、×印はビジター受付なし

第2650地区
大津ロータリークラブ 週報　
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私 の 宝 物
　平成元年の９月から今日に
至る殆どの平日、私が仰ぎ目
にするのが“寿山萬丈高”の
額であります。
　三十数年来大事にしている
墨跡であり言葉であります。
　この書は、私が師と仰ぐ第
75代内閣総理大臣　宇野宗佑
先生が総理大臣を辞任された
翌月の平成元年９月に、私に

贈って戴いた為書きです。
　私は、先生が総理在任中の約12週の毎金曜日に上京し、総理大臣公邸で夫人の話し相手をしたり、ときには、
総理の食事相手をするなどして、厳しい状況の中で激励を続けました。
　しかし、参議院議員の選挙結果は自由民主党にとって厳しいものとなり、先生は退陣を決断されたのでありま
した。発表の二、三日前だったと記憶しておりますが、“井上！辞めることにした”と本人から伝えられました。
その時の自民党内や世間の空気は、辞任止む無しと云う雰囲気でしたが、私の思いは残念の一言でした。
　そして、忘れもしない平成元年８月７日に、最初で最後の内閣総理大臣官邸の総理執務室に訪問する機会を得
ました。
　その時の写真が掲載のものです。
　写真には、内閣総理大臣官邸写真室の刻印が押されており、これも大切な宝物で
す。
　先生が没して23年になりますが、未だ私の中では大きな存在であります。これか
らもこの書と写真は、生涯大事にしていこうと思っております。
　私も古希を過ぎ、書のことばの意味を理解できるようになってまいりました。
　書の“寿山萬丈高”（じゅざんばんじょうたかし）は、茶席の禅語の一つであり意味は、
　　　寿山・・・・めでたい年、また長寿のたとえ。
　　　萬丈高・・・極めて高いこと。
　で不老長寿を祝禱するめでたい句であります。
　先生は文人としての才能も優れた人で、その一端を垣間
見せてもらったのがこの書であります。
　先生は、75才で生涯を終えられましたが、私は何として
も先生の亡くなられた年齢を、超えられるよう今から意識をし健康管理に十分気配り
をして、もうしばらく我が人生を頑張ろうと先生の書に誓っている日々であります。

井上　和正

NEW　FELLOW 10月26日入会



■ニコニコ箱
・クラブ奉仕担当のスピーチをさせて
頂いて、ありがとうございます
� 杉野　善彦君　井上　伸一君
� 奥村　利樹君　谷　　祐治君
� 和田　知子君　西居　基晴君
・クラブ奉仕委員会さん、卓話ありが
とうございました� 七黒　勝士君
・クラブ奉仕委員会の皆様、スピーチ
ありがとうございました
� 廣田　康雄君
・クラブ奉仕委員会の皆様、スピーチ
ありがとうございました
� 大道　良夫君
・クラブ奉仕委員会、杉野　善彦委員
長初め皆様、本日はありがとうござ
いました� 山本　勝義君
・クラブ奉仕活動のお話を聞かせてい
ただき感謝です� 川戸　良幸君
・クラブ奉仕委員会の皆様、担当例会
スピーチご苦労様でした
� 高橋祥二郎君
・クラブ奉仕委員会の皆様、例会ス
ピーチありがとうございます
� 牧　　春彦君
・クラブ奉仕委員会の皆さま、スピー
チありがとうございました
� 川添　智史君
・クラブ奉仕委員会の皆様、スピーチ
ありがとうございます
� 小林　洋之君
・例会スピーチありがとうございます
� 藤川　幸一君
・杉野さん、奥村さん、和田さん、井
上さん、谷さん、西居さん、スピー
チありがとうございました
� 城　　　務君

・クラブ奉仕委員会担当例会スピーチ
杉野さん、奥村さん、和田さん、井
上さん、谷さん、西居さん、ありが
とうございました� 中村　智禄君
・杉野さん、奥村さん、和田さん、井
上さん、谷さん、西居さん、担当例
会会員スピーチありがとうございま
した� 宮本　一幸君
・杉野　善彦さん、奥村　利樹さん、
和田　知子さん、井上　伸一さん、
谷　祐治さん、西居　基晴さん、ス
ピーチありがとうございます
� 濵﨑　達弥君
・杉野さん、奥村さん、和田さん、井
上さん、谷さん、西居さん、会員ス
ピーチありがとうございました
� 曽根　久統君
・クラブ奉仕委員会の皆様、担当例会
スピーチありがとうございました
� 松山　延寿君
・クラブ奉仕委員会の皆様、担当例会
会員スピーチありがとうございます
� 伏見　健一君
・今日無事に伝統ある大津ロータリー
に入会させていただき大変うれしく
思っております� 加藤まなみ君
・歴史と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。よろしくお願いいたします
� 手島　一宏君
・加藤　まなみさん、手島　一宏さん
の入会を祝して� 七黒　勝士君
・加藤　まなみ君、手島　一宏君の入
会を祝して� 安本　　進君
・手島　一宏君、加藤　まなみ君、大
津ロータリーへ御入会を祝して
� 水野　定明君

・加藤　まなみさんと手島　一宏さん
の入会を祝して� 德田　定弘君

・加藤　まなみ君、手島　一宏君の入
会を祝して� 細田　光藏君

・手島　一宏君、加藤　まなみ君のご
入会を祝して� 大道　良夫君

・加藤　まなみさん、手島　一宏さん
の入会を祝して� 井上　和正君

・加藤　まなみ様、手島　一宏様、ご
入会おめでとうございます

� 橋本　和正君
・加藤　まなみ君、手島　一宏君の入
会を祝して� 寺田　利彦君

・加藤　まなみさん、手島　一宏さん、
ご入会おめでとうございます。これ
から宜しくお願い致します

� 山本　勝義君
・新入会おめでとうございます。加藤　
まなみさん、手島　一宏さん、よろ
しくお願いします� 中堀　敏信君

・加藤　まなみさん、手島　一宏さん、
本日は、御入会おめでとうございま
す� 今堀　　宏君　磯田　隆雄君

・加藤さん、手島さん、ご入会おめで
とうございます！� 齊藤　壽一君

・手島さん、加藤さんの入会を祝して
� 木村　　禎君
・加藤様、手島様、ご入会おめでとう
ございます� 連　　清春君

・加藤様、手島様、ご入会おめでとう
ございます。どうぞよろしくお願い
いたします� 坂田　純恵君

・加藤さん、手島さんの入会を祝して
� 村田　健二君
・加藤　まなみさん、手島　一宏さん、
ご入会おめでとうございます

� 前田　義和君

ゴルフ同好会 　～10月例会～　10月23日㈯　9：08アウトスタート
� 　於�・メイプルヒルズゴルフ倶楽部

　この前はいつだったか思い出

せないくらい久しぶりの優勝で

す。ハンディに恵まれての優勝

ですが、本人は素直に喜んでお

ります。前半は良かったのです

が後半ショットが乱れ、大崩れになるところを寺田

さん、太田さん、角田さんに励まされて何とか持ち

こたえることができました。感謝です。今年は過去

にないぐらいゴルフに行く回数が多く、この歳に

なってから少しでも上達したいとYouTubeのレッス

ンなどを視ております。まずはコンスタントに80台

のスコアを目指し、そして、いずれは70代で70台を

と無謀な目標、見果てぬ夢に向かって頑張りたいと

思っています。� 田口　孝男

� OUT� IN� グロス� ＨＤＣＰ� ネット
優　勝　田口　孝男君	 ４３	 50	 	9３	 26	 67
２　位　中堀　敏信君� 40� 35� �75� �5� 70
３　位　城　　　務君� 50� 51� 101� 30� 71
ベスグロ　中堀　敏信君	 ４0	 ３5	  75



◦創　　立　1950年12月19日
◦例　　会　毎週火曜日　12：30～13：30
◦例 会 場　琵琶湖ホテル　〒520-0041　大津市浜町2-40
　・事務局　　事務局　ＴＥＬ：077-524-5858　ＦＡＸ：077-522-2220
　　　　　　　例会場　ＴＥＬ：077-524-7111　ＦＡＸ：077-522-1241

会　　　長（理事）七黒　勝士 クラブ奉仕（理事）杉野　善彦 青少年奉仕（理事）服部　一則
直 前 会 長（理事）山本　勝義 職 業 奉 仕（理事）齊藤　壽一 幹　　　事（理事）山極　良太
会長エレクト（理事）木村　　隆 社 会 奉 仕（理事）宮本　一幸 会　　　計（理事）服部起久央
副　会　長（理事）曽根　久統 国 際 奉 仕（理事）芝田　冬樹 会 場 監 督（役員）佐藤　祐子
パストガバナー　河本　英典　  ガバナー補佐　山田　　督
名誉会員　辻川　幹男・宮崎　君武　　

編集・クラブ会報委員長　井上　伸一Email：otsu-rc@titan.ocn.ne.jp
URL：https://www.otsu-rc.org/

国際ロータリー為替レート　2021年11月

1ドル＝114円

・加藤　まなみ様、手島　一宏様、ご
入会おめでとうございます
� 今井　正人君
・祝、入会！加藤さん、手島さん、
ロータリーを楽しんで下さい！
� 奥村　利樹君
・加藤さん、手島さん、ご入会おめで
とうございます� 岡井　克之君
・加藤　まなみさん、手島　一宏さん
のご入会を祝して。よろしくお願い
いたします� 吉居　龍治君
・加藤　まなみさん、手島　一宏さん、
入会おめでとうございます
� 芝田　冬樹君
・加藤　まなみさん、手島　一宏さん
の御入会をお祝して� 新庄　博志君
・手島様、加藤様、大津RCへようこ
そ。今後よろしくお願いします
� 津田　浩志君
・加藤　まなみ様、手島　一宏様、ご
入会おめでとうございます
� 斉藤　達雄君
・手島さん、加藤さん、ご入会おめで
とうございます� 藤田　治久君
・加藤さん、手島さん、大津RC入会
おめでとうございます
� 城　　　務君
・加藤　まなみさん、手島　一宏さん
の入会を祝して� 中村　智禄君
・加藤　まなみさん、手島　一宏さん、
ご入会おめでとうございます。宜し
くお願い致します� 松田　善和君
・加藤　まなみさん、手島　一宏さん、
ご入会おめでとうございます
� 米田　吉克君
・加藤　まなみ様、手島　一宏様、入
会おめでとうございます
� 西居　基晴君
・加藤　まなみ様、手島　一宏様、入
会おめでとうございます
� 木村　和央君
・加藤さん、手島さん、ようこそ大津
ロータリーへ� 水野　清治君
・加藤　まなみさん、手島　一宏さん
入会おめでとうございます。今後よ
ろしくお願いします� 松本　伸夫君
・加藤　まなみさん、手島　一宏さん、
ご入会おめでとうございます
� 濵﨑　達弥君
・加藤　まなみ様、ご入会おめでとう
ございます� 人見　能暢君
・手島　一宏様、ご入会おめでとうご
ざいます� 人見　能暢君
・加藤さん、手島さん、ようこそ大津
ロータリークラブへ！
� 高橋　達也君
・加藤　まなみ様、手島　一宏様、ご
入会おめでとうございます。宜しく
お願いします� 曽根　久統君

・加藤さん、手島さん、新入会おめで
とうございます。どうぞ宜しくお願
い致します� 菊池　清彦君
・加藤様、手島様、入会おめでとうご
ざいます� 山田　英樹君
・加藤　まなみ様、手島　一宏様の入
会を祝して� 山極　良太君
・加藤　まなみ様、手島　一宏様、御
入会おめでとうございます。今後と
もよろしくお願い致します
� 浜崎　大祐君
・加藤様、手島様、ご入会おめでとう
ございます� 浦　　　敦君
・加藤　まなみ様、手島　一宏様、大
津ロータリーご入会おめでとうござ
います� 市川　祥平君
・加藤　まなみ様、手島　一宏様、ご
入会おめでとうございます
� 中山　雄太君
・加藤　まなみ様、手島　一宏様、ご
入会おめでとうございます。今後と
もよろしくお願いいたします
� 佐々木芳典君
・中山　雄太君のご入会を祝して
� 大道　良夫君
・中山さん、ご入会おめでとうござい
ます� 今井　正人君
・新型コロナ感染減少していますが、
これからも油断する事なく、感染予
防を徹底しましょう� 西尾　利二君
・日本のロータリー100周年を記念し
て日経新聞に一面広告が掲載されま
した。ご一読を‼� 井上　和正君
・本日もニコニコ箱にご協力をいただ
き、ありがとうございます
� 服部起久央君
・田口さん、優勝おめでとうございま
す� 太田　尚典君
・副会場監督なのに欠席を申し訳あり
ません� 中山　雅文君
・先週に引き続き欠席となり、申し訳
ありません� 中山　雅文君
・10/1　誕生日　自祝� 石田　益世君
・自祝！　58才誕生日！
� 奥村　利樹君
・コロナ禍でも誕生日がむかえられま
した� 西村　　均君
・誕生日、祝って頂いて
� 髙橋　　現君
・誕生日　自祝� 草野　　勝君
・お誕生日の品物が届きました。有り
難うございました� 長沼　孝裕君
・妻の誕生日を祝っていただいて！
� 清水　　晟君
・妻の誕生日を祝って頂き、ありがと
うございます（9/6生）
� 鈴木　竜哉君
・妻の誕生日を祝って頂き、ありがと
うございます� 南口　一樹君

� 小　　計　85件　135,000円　
� （本年度累計　606件　1,233,000円）
■ロータリー財団寄付金
準ポールハリスフェロー
・今日無事に伝統ある大津ロータリー
に入会させていただき大変うれしく
思っております
� 加藤まなみ君（累計　＄100）
・歴史と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。よろしくお願いいたします
� 手島　一宏君（累計　＄100）
� 小　　計　＄200　
� （本年度累計　＄500）
■米山奨学寄付金
準米山功労者
・今日無事に伝統ある大津ロータリー
に入会させていただき大変うれしく
思っております
� 加藤まなみ君（累計　12,000円）
・歴史と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。よろしくお願いいたします
� 手島　一宏君（累計　12,000円）
� 小　　計　　24,000円　
� （本年度累計　1,396,000円）
■21世紀ファンド寄付金
・今日無事に伝統ある大津ロータリー
に入会させていただき大変うれしく
思っております� 加藤まなみ君
・歴史と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。よろしくお願いいたします
� 手島　一宏君
� 小　　計　　26,000円　
� （本年度累計　398,000円）

「クラブ奉仕活動の重要性につい
て…」
　杉野 善彦君・奥村 利樹君
　和田 知子君・井上 伸一君
　谷    祐治君・西居 基晴君

▶クラブ奉仕委員会
 担当例会スピーチ


