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● 例会プログラム
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会長 近藤和彦
直前会長 南啓次郎
会長ｴﾚｸﾄ 小森茂樹
副会長 小森茂樹

幹事 林善彦
会計 山本善通
会員増強 竹若豪
会場監督 伊地智良雄

会員組織広報 辻孝範
親睦 田中憲司
奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 平松隆一

職業奉仕 川合均
社会奉仕 梅中幸治
国際奉仕 中川三夫
青少年奉仕 山本忠志

● 第３３期理事役員

幹事からのお知らせ 幹事 林善彦会長の時間

2021年12月2日
第33期 第11回
通算1465回例会

1. 本日例会は、年次総会です。
2. 本日例会前、やまりゅうにて理事役員会を行いま

した。
3. 次週１２月９日は休会です。皆様お間違えの無い

ようお願いします。
4. 次回例会は１２月１６日、クラブ協議会にて上半

期事業報告・後期事業計画の発表です。
5. １２月８日（水）１５時～１６時４５分「第５０

回ロータリー研究会記念講演会～ポストコロナの
生命哲学～講演者 福岡 伸⼀ 氏」がオンラインに

て開催されます。無料視聴出来ますので、ご希望
の方は事務局までお申し出下さい。

6. １２月２３日（木）１８時より、クリスマス例会
をホテルボストンプラザ草津にて開催致します。
出欠がまだの方は、お早目に事務局までご連絡を
お願いします。

ＩＭ実行委員会より説明

皆さんこんにちは。本日は今年度のクラブテーマ
「地域の水土里を大切に！」のPart１として野洲川
ダムについて話します。
滋賀県には一級河川が５１０本流れています。

そのうち淀川水系として５０６本があり、琵琶湖
に流入する川は１１７本、国直感管理の１３本の
内の１本です。その中でかなり水量が多く、トップ
２なのが野洲川と安曇川です。野洲川の総延長は６５.３Ｋｍで一番長
いのです。皆さんもご存知の通り、琵琶湖から流れているのは瀬田川
の１本です。ニュースなどでお耳にされてらっしゃるでしょうが、実
は今、琵琶湖は渇水状態で昨日(１１月１７日時点）の水位はマイナス
６５ｃｍでした。１１月１０日京都新聞を切り抜いていたのですが、
１５日時点でマイナス６３ｃｍ、１７日でマイナス６５ｃｍという事
ですので、今のところ一日１cmずつ減っています。記事によりますと、
１９９４年、２０００年、２００２年にはマイナス９０ｃｍ以下にな
り、送水制限や取水制限もされたエリアが一部ありました。
野洲川ダムは昭和１４年７月県営事業で着手されました。しかし、

昭和１９年戦争の為に工事が一旦中止、昭和２２年１月から県営事業
で再開されたのですが同年７月には国営事業に移管されました。昭和
２６年７月に１期の野洲川ダムが完成しました。満水位は３８９．５m、
天端EL３９４．４mです。平成１６年１０月から改修の２期工事が始ま
り平成２２年３月に完成しました。
現在、渇水という事で気になり１１月１４日(日)に野洲川の色んな場

所に行って調べてみました。野洲川ダムでは上から１５m程下にまで水
位が下がり、本来の堤からは放水がされておりませんでした。土山の
降水量を気象庁のデーターで確認すると、１０月の降水量は昨年の２
割しかなく、１１月はたったの２０㎜でした。本来なら放水されてい
る野洲川ダムですが、現在は全く止まっておりました。
２期改修工事の構造は貯水量が８５０万㎥、有効貯水量は７２６㎥

（２０キロのタンクローリーに換算すると３５,０００台分）設計降水
量は１秒間に８３０㎥、散水量は１秒間に１０
．３㎥です。早く水源が戻ることを祈ります。
２期工事では放流断面が１期工事の約３倍の
断面になっており、治水や利水に上手く利用
されているのですが元々の水が無ければ何も
なりません。皆様、水を大切に使いましょう。

情報集会の議題でもある次年度ホ
ストを務めるインターシティミー
ティング（ＩＭ）について、小森
茂樹エレクトより説明がありまし
た。
ＩＭ実行委員長を甲斐切稔会員、
ＩＭ実行委員長補佐を上西宗市会
員にご担当頂くことになりました。
引き続き甲斐切実行委員長より挨
拶がありました。



四つのテスト ①真実かどうか ②みんなに公平か ③好意と友情を深めるか ④みんなのためになるかどうか

● 出席報告 ● 例会変更

ニコニコ箱情報集会

ロータリー希望の風より

例年は３日間に分け、例会とは別で夜に懇親会を含め
た開催をしている情報集会ですが、コロナ禍の為、前年
度に引き続き例会内で３班に分かれて行いました。
議題は「ＩＭについて」「会員拡大について」です。

次年度に迫っているＩＭですので、湖南ロータリーらし
さや、どういったテーマで開催するかなど忌憚のない意
見が出ていました。
また、ワクチン接種も進み少しコロナも落ち着いて来

ている昨今ではありますが、やはり会員拡大を進めて行
く難しさが伺えました。候補リストの作成の必要性、ど
ういった活動をしているのかを知って頂くことの大切さ
など、短い時間の中で会員一人一人が感じている思いを
共有することが出来ました。

近 藤 和 彦 皆さんの価値ある情報交換宜しくお願いします。
小 森 茂 樹 情報集会、議論いただきありがとうございます。IMはまだまだこれからですが、

ご協力よろしくお願いいたします。
林 善 彦 次年度IM主幹です。情報集会、熱い議論よろしくお願いします。
石 田 幸 靖 寒くなりました。お体ご自愛下さい。
辻 孝 範 天気よい日はお酒がおいしい。
甲 斐 切 稔 好天が続いていますが、琵琶湖の水位が-65ｃｍと危機的状況です。雨ごい

をして、少しでも水位を上げたいです。
伊 地 智 良 雄 早や11月最終の例会になりました。皆様お体には十分ご自愛下さい。
長 谷 平 官 11月中旬というのに暖かいですね-。これも地域温暖化の影響ですかね。地

殻変動起きない様、願うばかりです。
南 啓 次 郎 本日、情報集会ご親交を務めます。宜しくお願いします。
平 松 隆 一 湖南三山、紅葉見に行ってきます。
鵜 飼 潔 近藤会長、いつも会長の時間ありがとうございます。

2021年11月18日　第33期　第10回　通算第1464回　　

本日合計３５，０００円　　　累計５７４，０５０円

例会名

例会日

会員数 43 名 43 名

当日出席 30 名 25 名

事前 0 名 2 名

事後 1 名 名

出席免除 8 名 12 名

出席率 88.57% 87.10%

第1462回 第1464回

11月4日 11月11日

例会日 クラブ名 ビジター受付 例会日 クラブ名 ビジター受付

12/07(火) 甲賀 なし 12/17(金) 長浜東 なし

12/07(火) 大津 なし 12/21(火) 甲賀 なし

12/08(水) 近江八幡 なし 12/21(火) 大津 なし

12/09(木) 彦根 なし 12/22(水) 八日市南 なし

12/14(火) 大津 なし 12/23(木) 彦根 なし

12/16(木) 彦根 なし 12/23(木) 栗東 なし

12/16(木) 大津西 なし 12/24(金) 東近江 なし

12/16(木) 栗東 なし 12/24(金) 長浜東 なし


