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第６４８回例会 １１月 １日 ＡＭ７：３０～８：３０
オークラアクトシティホテル浜松３Ｆチェルシーの間
●司会：加藤ひとみ 池田龍郎 髙部光司
●点鐘：近藤 雅彦
●ゲスト： 浜松市立東小学校 間宮年弘校長
●議事：財団プログラム部会「浜松市立東小学校の 100 年」
■会長挨拶

近藤雅彦会長

今日はロータリークラブの規定審議会のお話をし

〈 出席報告 〉
会員数 ７９名（内 出席免除会員１名）
出席数 ６２名 出席率 ７９．４９％
前々回出席率

９２．３１％

■ 委員会報告 親睦委員会 鈴木直幸会員

次週例

会時よりクリスマス例会と新年会の出欠を取ります。

たいと思います。規定審議会というのは国際ロータリ

■スマイル

ーで 3 年に 1 度開催され、ロータリーの様々な規定や

高貝亮会員 東小学校 間宮校長先生、本日は早朝よ

負担金などが決められる極めて重要な会議です。今年

りお越しいただき有難うございました。

4 月にこの規定審議会が開催され、色々と規約の変更

西尾文克会員

があったとのことです。 最も身近に関係するのは例

お越しいただきました事にとても嬉しく感じており

会数です。例えば我がクラブでは火曜日が祝日の場合

ます。ざざんざの松の復活植樹を機会に今後このご縁

は休会に出来る、となっていますが、新しい規定では

が深い結びつきとなっていくことを願っております。

その週に例会日でない日が祝日の場合でも休会と出

夢計画事業グループ 間宮先生、本日は有難うござい

来るようになりました。一概に例会を減らすのが良い

ました。これからも東小学校の校区内にある地域団体

というわけではありませんが、減ることで予算として

として末永くお付き合い頂ければ幸いです。

はかなり助かるのも事実です。また設立当初、私たち

加藤ひとみ会員

のクラブはインターネット例会を実施することを考

記念事業の対象に選んで下さり有難うございました。

えていましたが、結局その時はロータリーの規定の壁

堀内善弘会員 本日 11 月 1 日は「警備の日」です。

に阻まれて実施できませんでした。しかし近年増えて

私は今、遠鉄百貨店前にいます。

きたインターネットで例会を行うＥクラブを普通の

原田道子会員 1.来月、静岡県ニュービジネス協議会

クラブと同等に扱うこととなり、規定上の障害はほと

でキューバに視察に行きます。2.ニュービジネスフォ

んどなくなったようです。詳細については長谷川エレ

ーラムイン静岡が 11 月 10 日ブケ東海で開催されます。

クトや後藤さんにお伝えしてあります。我がクラブの

内容は木材から作られ軽く鉄の 5 倍強いセルロースナ

規定変更を必要とするものもあるかもしれません。来

ノファイバーについてです。3.竹林さんが久し振りに

年度、直ちに色々と変更することは難しいかもしれま

出席して下さいました。やはり来てくれるとうれしい

せんが、できればパワー浜松ロータリークラブの特色

ですね。

をもっと生かせるようにしてもらえらればと期待し

池田龍郎会員 今日は昭和 1 年 11 月 1 日生まれの 1

ています。

が４つ並ぶ生涯吉日の母の誕生日です。

■幹事報告

田渕邦彦幹事

view 広場のテーマは「ロータリーの奉仕活動に望む

多くの偶然が重なり間宮校長先生に

このたびは私のために東小学校を

ジョー・近藤・諸星会員 11 月 5 日メリーユーでパワ
ーバンドのライブをやります。入場は無料です。

こと」です。レターケース配布物は、ロータリーの友

青山素久会員 今年も「日本酒のきき酒会」やります。

11 月号とガバナー月信 11 月号です。

山下俊彦会員 この度、常磐町に新社屋を新築移転し
ました。もうひと頑張りしますのでご支援下さい。

パワー浜松ロータリークラブ
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2016 年 11 月 1 日

■議事

学校の校舎が建てられました。2 棟目が出来るまでは、

浜松市立東小学校 間宮年弘校長

１,２年生は八幡神社の境内にあった曳馬小学校の分
校を借りて勉強をしていたということです。昭和 3 年
には市内の小学校で初めての 25m プールが出来ました。
当時、小学校にプールというのは画期的なことで、大
日本製氷の余り水をいただいていたのでとても冷た
い水だったそうです。
昭和２年、アメリカから青い目のお人形が送られて
きました。「富士子」と命名されたそのお人形の答礼
人形として、「冨士山美保子」と名付け送られた一体
のお人形がアメリカのミズーリ州カンザスシティ博

本校に「ざざんざの松」を植えていただけるとのこ

物館にあります。今春、里帰りして県内の小中学校で

とで、有難うございます。昨年、本校 6 年生の総合的

展示され、12 月 3 日から 11 日まで静岡県立美術館で

学習の講師をお願いしている西尾文克さんと「ざざん

展示されます。

ざの松」の話をしたことがきっかけでした。校歌の 2

昭和 20 年、空爆により校舎が焼失、9 月 20 日に八

番に出てくる「ざざんざの松」は、現在八幡宮の境内

幡小に合併、11 月には廃校となりました。そして、昭

にありザザシティーもざざんざ織も、
「ざざんざの松」

和 23 年に復興、校歌に歌われる〝いらかの赤い校舎”

からとったと言われています。「ざざんざの松」は 1

が完成しました。当時の河合校長が朝礼で「東小にポ

本ではなく、野口の森に 30 本もの松が群生していた

プラを植えました。ポプラは天高く真直ぐに伸びてい

といいます。足利義教が「浜松の松はざざんざ」と歌

く木です。皆さんもポプラのように真直ぐ伸びてくだ

ったのが云われだそうです。枝振りの変わった松で、

さい。」という挨拶をされたそうです。今でもポプラ

風が吹くと枝が大きく揺れてザザンザ、ザザンザと音

は東小のシンボルになっています。

がしたと言うことです。東小学校は来年 100 周年を迎

昭和 30 年船越小が分離、昭和 37 年には新しいプー

えます。皆様にもお力添えをいただきますよう宜しく

ルができました。昭和 53 年に校舎を改築、体育館落

お願いします。

成、平成 10 年に現在地に移転、跡地に静岡文化芸術

高貝亮会員

間宮校長先生、本日は早朝より有難うご

大学ができました。現在は各学年 2 クラスで 370 名ほ

ざいます。浜松東小学校は大正６年４月に設立され来

どが学んでいます。来年の 100 周年に向けてだんだん

年で１００周年を迎えます。パワー浜松ロータリーク

盛り上がっています。東小の東側の野口公園に、校歌

ラブでは、地域社会への貢献の一貫として、東小学校

にも歌われている「ざざんざの松」の跡地がありまし

の１００周年を祝い、松の記念植樹などについて協力

た。現在 5 代目の松が八幡神社の境内に植えられ、浜

し、今後もクラブの奉仕活動の一環として小学校の

松名称起源「ざざんざの松」という碑が建っています。

様々な活動に対し協力していきたいと考えています。

100 周年の記念に野口の里にあった「ざざんざの松」

東小学校は、元城小学校から分離して設立されまし

を植樹すべく平成 29 年 5 月 17 日植樹のお手伝いをさ

た。元城小学校は明治６年の設立で市内でも最も古い

せていただきます。正木先生たちと一緒に訪問して良

小学校ですが、来年には北小学校、中部中学校と統合

い場所を選定して参りました。職業人として学校や子

され、浜松中部学園になります。当時の元城小学校は、

供達の要望に応じた奉仕活動ができればと思います。

花寅さんのあたりにあったそうです。小学校の中に国

これからも東小学校をよろしくお願いいたします。

光館という建物があり、東小学校は、最初はその建物

加藤ひとみ会員 およそ 50 年前が私のいた時代です。

を仕切って使っていたそうです。

ポプラ並木がシンボルで、校歌にあるように、いらか

その後、現在の野口町ふれあい公園のあたりに東小

が赤くて庭が広いそのとおりの小学校でした。

