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2021～ 2022年 度

国際ロータリー会長
シェカール・メー タ

第2620地 区 ガバナー

小 林 聰 一 郎
SERVETO CHANGE L!VES

司会SAA 大須賀憲生君

点鐘 会長 渡邊記余子君

国歌斉唱「君が代」
ロータリーソング 「奉仕の理想」

ソングリーダー 竹村寿文君

出席報告 鈴木倫子君

会員数 当日出席率

51名 47名 92.16%

(免除者 15名 )(事前MU O名 )

会長挨拶 渡邊記余子君

皆様こんにちは、本日よリー年間西
ロータリークラプの会長を務めさせて

いただきます渡邊記余子でございます。

また、未熟な私を支えてくださいます
。

役員の河島将矩直前会長、山地峰春会

長エレクト、早川和幸副会長、半場圭

伊子幹事、会計の木下英也さん、会場監督の大須賀憲生

さん、そして、理事の公共イメージ向上委員長の齋藤剛

史さん、ロータリー財団委員長の北野一正さん、職業奉

仕委員長の五十川敏さん、社会奉仕委員長の佐藤隆是さ

ん、国際奉仕委員長の山本英明さん、青少年奉仕委員長

の瀧本典彦さん、副幹事の外山武志さん、このような、

心強い皆様のお力をお借 りして精一杯頑張ってまいりま

す。皆様どうぞよろしくお願いいたします。

振 り返ってみれば、私が西ロータリーに入会したのは

平成17年の4月 でした。当時まだお元気で活躍していら

した丸人真綿の竹田さんのご紹介で入会いたしました。

その時の西クラプの会長が遠藤さん、お二人とも亡 くな

られてしまい時の流れを感じます。私が入会したころは

ロータリーに女性が入会するのが流行 りのような時期で

した。一年後にはどこのロータリーにも女性がいらっし

ゃるのは珍しくなくなっていたように思われます。あれ

から16年そんなに時間が過ぎたようには思えません。

先日、入会した時にいただいたロータリー手帳を今更

ながら開いてみました。なんと皆さんの若々しかった姿

に遭過し、まじまじと時間の長さを垣間見た気がしまし

た。それと同じように月日の流れがロータリーの在 り方

や考え方を少しづつ変えてきています。16年前にはロー

タリーに女性が入会した、とそれだけで珍しがられたも

のが今では女性のガバナーだとか女性の会長が次々と登

場しています。私の入会当時には考えもつかないことで

した が 1!今日ここに立っている私がおります。時

の流れには逆らえませんね !ま た、昨年のコロナウイ

ルスにより今まで以上にロータリーの在 り方が変わっ

ていくのではないかのと不安でいっぱいの今日この頃

であります。村上年度後半、河島年度にいたっては始

まりからコロナの影響を多大に受け本当に大変な一年

だったと思います。改めまして、大変お疲れさまでした。

今の世の中、何がおきても本当におかしくありません。

この一年間も週に一度皆様とお会いでき一緒に食事が

できることを当たり前とは思わずに世のため人のため

になれる奉仕に携われる機会を与えられることに感謝

をし皆さんで楽 しい時間ができますことを祈ってやま

ない心境でおります。さて、そんな私ヘメッセージ

このメッセージは始動塾の恩田多賀雄先生が私のPC
に毎日配信してくださるメッセージです。私のPCに も

う15年以上毎日配信 してくださっています。その一つ

を私へのメッセージとしてご紹介させていただきます。

もし、共感していただける方がいらしたらありがたい

と思います。私へのメッセージです。リーダーは「明

るく元気でバカがいい」少々賢く先が見え、要領よく

立ち回り、見切 りも早い人よりも少々愚鈍で、世のた

め人のためと思い、自分の将来を楽観的に明るく描き

どんな苦労も乗 り越えていく強さがある。こんな人が

人をまとめる時に魅力を発揮するようです。

これは薄っぺらい話ではなく、多くのリーダーを観

察し多面的に分析した上で出た結果らしいのです。よし、

これならできる !こ れならば、十分に素質がある !だ

ったら中途半端でなく、徹底的に、成 りきろう「明る

く元気でバカがいい」リーダーに まず、絶対に諦め

ない強さを持つこと、常に自分の将来を楽観的に明る

く描き続けること、世のため人のためという思いを持

ち続けること、どちらかというと愚鈍なこと (こ れも

自信ある !こ れだけではただのバカになってしまいま

すけど)「明るく元気でバカがいい」これはなかなか

奥が深そうです。始動塾 勝手な応援メッセージより
一年間明るく元気でバカがいい。これを念頭におい

て頑張 りたいと思います。本日もどうぞ、よろしくお

願い致します。

幹事報告 半場圭伊子幹事

◎例会変更のお知らせ

○浜名湖RC(浜名湖レークサイドプラザ)
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・ 7月 27日 (火)12:00～ 12:30

◎配布物
・週報 2083号  ・ガバナー月信
・会員携帯電話一覧
・クラブ事業運営計画書の差し替え

◎報告事項
・7月 16日 暑気払い(11:30受付 12:00点鐘)の 出欠を今日

から取 りますのでまだ記入してない方は帰 りに記入し

て下さい。
・例会終了後に理事会があります。

スマイルレポート 内藤久子君

◎渡邊記余子君 半場圭伊子君

本日よリー年間どうぞよろしくお願い

致します。

◎中村泰之君

先週の例会では、ロータリー歴20年 ということでお祝
いをいただきまして有難うございます。まったく予想外
のことで会場にて河島前会長から告げられまして、自分
でもそんなになったのかと気づかされた次第です。今後
はこれを一つの節日として日の前の事に前向きに取り組
んでいきたいと思います。ありがとうございました。

委員会報告

◎佐藤隆是 親栄会幹事

7月 16日 (金)暑気払い前11:00よ り

役員会をコンコル ド浜松 2F金木犀の間

で行いますので役員の皆様はお集まりく

ださい。また、 7月 30日 金曜日に親栄会

総会をコンコル ド浜松萩園にて18:30よ

り行います。今回は決議事項が多 くございますので、多

数の出席をお願いします。

◎中村俊幸 前職業奉仕委員長

前期で計画しておりました複数クラブ

合同奉仕事業ですがムンド・デ・アレグリ

ア校とのバレーボール大会を計画してお

りました。しかしながら、コロナ禍の状況

から中止を余儀なくされてしまいました。

その代替として6月 29日 に会長幹事とともにバレーボー

ルネットを寄贈させていただきましたので報告致します。

本日のプログラム

担 当 クラブ協議会

発表者 渡邊記余子君

タイトル 新年度運営計画

◎渡邊記余子会長

今年度の運営計画を発表致します。

それでは、私からですが、会長目標に書きましたよう

に今年度RI会長のシェカール・メータ氏があげられまし

た「奉仕しようみんなの人生を豊かにするために」のテ
ーマのもとまだまだ続 くコロナ禍の中ではありますが和

気あいあいとクラプが進行していくことを希望してお り

ます。また、小林聰一郎ガバナーからあげられましたク

ラブ要請事項

1、 会員増強・維持 西RCと しましては純増 2名

2、 ロータリー奉仕デイ 花のリレープロジェクトに参加

3、 クラブ戦略計画&ク ラブアクションプラン

4、 マイロータリーヘの登録とロータリー・セントラルの利用

5、 委員会事業の参加と委員会の活用、及び公共イメージ

を向上しよう。各委員会への積極的な参加、クラブ奉仕

事業を積極的にPRな ど

6、 RLI運営定着とクラブでの応用

◎半場圭伊子幹事

主な活動計画としましては、

7月 16日 暑気払い

7月 28日  ガバナー公式訪問

10月 19日 観月会

12月 24日  クリスマス会

1月 21日  新年会

2月 27日  第 5グループIM
3月 18日  カナダ大使館訪問
～19日  及び 親睦旅行

4月 7日 観桜会

4月 13日  4ク ラブ合同例会

6月 11日  創立45周年記念式典

6月 24日  反省会

10月 1日 COLORS支援金授与式

11月 19日  舞阪中学校防災マップ作 りのための街歩きを

生徒と行います

12月 10日 ムンド・デ・アレグリア校 支援金授与式

COLORSの 支援、防災マップ作 りにつきましては今年

度の新しい取組です。

◎早川和幸副会長

渡邊会長の運営方針が円滑に達成されるよう、補佐役

として取 り組んで参 りたいと思いますのでよろしくお願
い致します。

(※ 紙面の都合によりお名前のみ掲載です)

◎青木 元男 会員増強委員会委員長

◎斎藤 権司 職業分類委員会委員長

◎坂田  茂 会員選考委員会委員長

◎高部 守弘 ロータリー情報委員会委員長

◎渭原 浩介 出席委員会委員長

◎上田 昌宏 親睦委員会委員長

◎佐藤栄之輔 プログラム委員会委員長

◎山下 隆久 クラブ会報委員会委員長

(※ 紙面の都合により、一部のみの掲載です。)

◆本日の例会メニュー (写真は紙面の都合により無し)

ポークカツカレー 浜松野菜の彩 リサラダ

☆会員誕生日

北野一正君

佐藤栄之輔君

鈴木正史君

笠井哲夫君

村上すづ子君 五十川 敏君

山地峰春君
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