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2021～ 2022年 度

国際ロータリー会長
シェカール・メ‐―タ

第2620地 区 ガバナー

小 林 聰 一 郎

●峰しよう
みんなの人生●■かにするために

SERVE TO CHANGE LiVES

第2094回 VoL45-No.11 2021/12/10(金)12:30～ 13:30(晴 )

司会SAA 五十川 敏君
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
ゲスト チョウ・チイさん(米山奨学生)Zoom出席

▼

出席報告 鈴木三男君

会員数 総出席 当日出席率

51名 42名 8496

(免除者 15名)(事前MU O名 )

会長挨拶 渡邊記余子会長
皆様こんにちは。本日も皆様とご一緒に

例会が執り行われることに感謝申し上げます。
12月 3日 先週の金曜日は例会はお休みでし
たが、次年度役員予定者の集まりが山地会
長エレクトの呼びかけでコンコルドで執り
行われました。まだ、総会前で皆様の承認

良い案がありましたらご提案いただきたく思います。
今日の私へのメッセージです。共感いただけたなら幸い

です。
大切に育てることの大事さ。
育てると決めたものは、大切に育てる。長い時間をかけて、
大切に育てる。意をもって、意を注ぎ、大切に育てる。大
切に育てたものは、大切に育てた分の花を咲かせます。あ
なたは、何を大切に育てますか ?技術ですか ?商品ですか ?

会社ですか ?社員ですか ?家族ですか ?自分自身ですか ?

育てると決めたものは、大切に育てる。長い時間をかけて、
大切に育てる。手間を惜しみなくかけて、大切に育てる。
意をもって、意を注ぎ、大切に育てる。
大切に育てたものは、大切に育てた分の花を咲かせます。
「大切に育てる。」と決めることが大切。そして、時間も、
手間も、気持ちも、惜しみなく注ぐことが大切。
あなたの大切なものが、大切に育ちますように

勝手な応援メッセージより
趣味の会一つにしても皆さんの大切に育てるという気持

ちが大事です。親栄会もそんな気持ちが皆さんにあるから
こそ長年続いてきていると思います。そんな大切に育てら
れる会が、西ロータリーの皆さんが参加できる会があった
らいいなと思いました。皆さんはいかがでしょうか。

幹事報告 半場圭伊子幹事        |
◎例会変更のお知らせ          |
○浜松南RC(グランドホテル浜松)   |
・ 1月 23日  (日 )12:α )～ 12:30      1
0浜名湖RC(浜名湖レークサイドプラザ)|
。12月 21日 (火)12:∞～12:∞     |
・12月 郎日 (火)特別休会
○浜北伎倍RC
・12月 21日 (火)ビ ジター受付はありません
。12月 28日 (火)特別休会
◎配布物
・週報 2∞3号  ・ガバナー月信
。ロータリーの友 12月 号
◎報告事項

前なのですが、例会の回数が少ないことよりこのような臨
時の集まりが多くなってきており、できることはなるべく
早く済ませていかなければ先がなくなってしまうのが現状
ですのでお許し願いたいと思います。その中で浜松西ロー

タリーの会員数についての話が出ました。そのきっかけは、
中村泰之さんの会社統合によるもので会社の方針よりRC
の退会の申し出があったことを皆様にお知らせしたことか
らです。51名でありました西RCが 50名 となります。ロータ
リー財団からの補助金の配分基準が21名 から50名 と51名 か
ら70名 では金額が変わってきてしまいます。どうしても今期
最低 1名 はどなたかのご紹介が必要となってまいりました。
皆様のご協力なくしてできるものではありません。皆様の
お力が頼りでございます。何卒よろしくお願い致します。
今まで一番新入会員を紹介できたきっかけを開きますと、
西RCは ゴルフからがやはリー番です。趣味でのつながりは、
強いように思われます。入っても仲間がすぐにできますしね、
西RCの唯一の趣味の会親栄会は無論ゴルフができなけれ
ば参加は難しくなってしまいます。皆さんが簡単に参加で
きる、そんな趣味の会がもう一つぐらいあってもよいので
はと思っています。なかなか難しいものですね。やめられ
てしまわれましたが、山田さんが会長の時に美食の会とい

うものを作ってくださり3回 ぐらい執り行われましたが、
それも参加人数が徐々に少なくなってしまったような感じ
でした。是非とも会員増強にもつながります趣味の会はし
いものです。やはり、どこか意気投合するものがあれば、
気持ちも軽く会員になってくれるのではないのだろうかと

結果を見て思いました。どうぞ、皆様ゴルフ以外に趣味の

会を作ることも考えていただきたいと思うこのごろです。

・中村泰之さんから12月 3日付で退会届が提出され本日
の理事会で承認されました。

スマイルレポート 山本英明君
◎五十川 敏君
花のリレープロジェクト
ありがとうございました。

委員会報告
◎竹村寿文IT推進委員長
花のリレープロジェクト 映像上映

◎山本英明 国際奉仕委員長
本日14:3()よ リムンド校において学資支援授与式を行い

ます。コロナの関係もあり、理事10名委員会より2名の12

名にて訪問します。会員の皆様のご支援ありがとうござい

ます。参加の方はムンド校東側の駐車場をご利用ください。
◎渭原浩介 社会奉仕委員長

11月 19日 のデジタルマップ作りへのご協力ありがとうご
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Rotary international D2620(静 岡第5グループ)

事 務 所 浜松市 中区 元城 町 109‐ 18〒 430‐ 0946
例 会 場 ホテルコンコルド浜松 例会日 毎週金曜日12130～ 13130

1・ el:053‐ 457‐ 1116 Fax:053‐ 455‐ 4614
E―mail : hamamatsu‐ nishi@ri2620.gr.,p

会  長 渡遍記余子  幹   事  半場圭伊子
クラブ舗口論 山 下 隆 久  北 野 ― 正  鷹 見 剛志

竹 村 寿 文  須 藤 京 子
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ざいました。舞阪中学校の榊原先生よりお礼のメールが届
いておりますので共有させていただきます。よろしくお願
い申し上げます。

◎宮地 亮 親睦委員 (担当)

新年例会 (夜間例会)の ご案内
日時 :2022年 1月 21日 (金 )

18:"集合 18:∞ 点鐘
":∞

閉会予定
会場 :THE HAMANAKOロ イヤルホール (2階 )

浜松市西区雄踏町山崎4396‐l TEL 053刷2222
会費 :10,000円

☆会員誕生日

鈴木三男君 須藤京子君 山本英明君

☆配偶者誕生日

袴田 正子さん (晃 弘君)

坂田のぶ子さん ( 茂 君)

中村 京子さん (俊 幸君)

渭原ちあきさん (浩 介君)

竹村 知香さん (寿 文君)

伊藤 紫乃さん (佳 典君)

☆結婚記念日
山本 英明君・美智子様 ご

北野 一正君・美津子様 ご

本日のプログラム

担 当 半場圭伊子幹事
タイトル 上期事業報告及び反省会
◆上半期各委員会総括
◎渡邊記余子会長 (事業計画経過状況)

お休みが多かったせいか前期は思ったよりも短く、もう
6ケ 月かと感じております。主だつたカラーズの奨学金授与、
ロータリー奉仕デー、防災マップの街歩きとドローン寄付
とあれよあれよという間に終わった感がありますが、どれも、
今年のテーマであります。報道機関やSNS等にロータリー
の報道が出来たことではっとしておりますが、これもこれ
だけではなく続けていかなくては意味がないと思います。 (中

略)佐藤委員長をはじめとする社会奉仕の皆さん、五十川
委員長をはじめとする職業奉仕の皆さん、本日もムンド・デ・

アレグリア校に赴きます山本委員長をはじめとする国際奉
仕の皆さん大変お疲れ様でした。まだまだ後半も続いてま
いります。よろしくお願い致します。 2月 に防災マップ発
表会、 3月 にはキャンドルナイト4月 には観桜会 5月 には
ウエルカメクリーン作戦、地区大会、最後には45周年記念
事業が待っております。最後まで気が抜けない半年になり
そうです。どうぞ皆様のご理解、ご協力のほどよろしくお
願い致します。
◎渭原浩介出席委員長
事業計画経過状況 :特段問題は起きていないが、「欠席

時の早期連絡の徹底」について意識が薄れてきているよう
に感じている。
下半期に向けて :「欠席時の早期連絡の徹底」について、

周知しながら活動していきたい。
◎上田昌宏親睦委員長

事業計画経過状況 :上半期の事業計画として暑気払いは
通常通りできました。観月会は第 5波真っ最中で中止にな
りました。
下半期に向けて :事業計画をしっかり推進するために下

半期の予定を確実にこなしていきます。
◎佐藤栄之輔プログラム委員長

事業計画経過状況 :コ ロナ禍による例会の中止等のため、
予定通リプログラムを実行できないケースもあり、卓話担
当の方にはご迷惑をおかけしましたが、皆様のご協力で混
乱なく例会を行えたと思います。

下半期に向けて :新種オミクロン株の影響や第 6波への

懸念がどの程度あるのかが現状は全くつかめないため、明確
に申し上げることはできませんが、スムーズな例会運営に

寄与できるように準備をしっかりとしていきたいと思います。

◆本日の例会メニュー

小鉢 蛸のマリネ

造里 鮪 サーモン

烏賊いぶリチーズ和え

蟹爪天ぶら

金目鯛かま煮付け
御飯 赤出し 香の物

夫妻

◎山下隆久クラブ会報委員長
事業計画経過状況 :例会が不規則であったが、お名前、数

字等のミスもなく発行できている。卓話の資料も提出してい

ただき感謝している。
下半期に向けて :引 き続きノーミスで正確な記録を残すよ

う努める。
◎五十川 敏 職業奉仕委員長

事業計画経過状況 :ロ ータリー奉仕デーに基づき、今回は

当タラブ45周年記念事業としても水仙500球 を寄付し、浜松フ
ラワーパークの塚本理事長にも協力いただきクラブ会員外を
含め総員50名 で、天浜線花のリレープロジェクトを行いました。
下半期に向けて :引 き続き4つのテストの唱和。
職場訪問2022年 3月 18日 カナダ大使館訪間

◎佐藤隆是社会奉仕委員長
事業計画経過状況 :防災マップについて 舞阪中学校にて

防災マップの説明、街歩きを行った。篠原中学にて防災教室、
防災マップの説明をした。今後、街歩き調査の予定。
復光キャンドルナイトについて 3月 11日 に向け常葉大学の

学生と打合せ中。
下半期に向けて :防災マップは舞阪中学でしっかり発表で

きるよう支援していく。復光キャンドルナイトはメディア対
応を含めしっかり参加していくため準備する。
◎山本英明国際奉仕委員長

事業計画経過状況 :10月 1日 COLORSへの支援金授与式、

卓話 11月 12日 COLORS卓話 2月 には支援したHPの状況
報告の予定。本日12月 10日 ムンド校支援金授与式を行います。

下半期に向けて :国際奉仕委員会としては本日で一段落。
結果の報告に間違いないよう努めたい。
◎瀧本典彦青少年奉仕委員長
本年度活動計画にはありませんでしたが、山地会長エレク

トがオイスカ高校インターアクトクラプの設立を提唱されま
したので全面的に支援したいと思います。ちなみに2022年 4

月オイスカ浜松国際高校と校名が変更される予定です。
◎竹村寿文IT推進委員長

渡邊・半場年度仕様に西RCの HPを改変し以降毎週更新
しております。西RC内のLNE登録を推進してまいりました。
コロナ禍に伴い、ZOOmを 使ったオンライン例会を今年度導
入しました。新入会員の皆様を中心にMY ROTARYの 登録
案内をお願いしました。
◎半場圭伊子幹事

コロナ禍の中、当クラブも休会、変更、Zoomと その都度
状況に対応し例会を開催することができました。会長、副会
長、パスト幹事の皆様に支えていただき半年を終えることが
できました。下半期も予定された事業を粛々と進めていきた
いと思います。あと半年皆様よろしくお願いします。
◎早川和幸副会長
事業計画経過状況 :7月 からの年度においてコロナ禍の中

ロータリー活動がやや低調に終わりました。一方でZoomに
よるハイプリッド例会の実施など、貴重な経験をすることが
できました。
下半期に向けて :新年会、キャンドルナイトヘの参加 4ク

ラブ合同例会、45周年記念事業がありますので、これらが円
滑に行われるよう会長を補佐してまいりたいと思います。

(※発表は紙面の都合によリー部のみとさせていただきました。)

◎表彰者
ポール ツ リヽス・フェロー表彰 (USSl,∞0)岩測綾太君
マルチブル・ポール・ハリス・フェロー表彰 (US S2,αЮ)

山地 峰春君 竹村 公志君 高林嘉一郎君 鷹見 剛志君
五十川 敏君 斎藤 昌彦君 中村 泰之君

・RLIプログラム終了 渡邊記余子君 外山武志君
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