ご参加されました皆様にお礼申し上げます。

パワー浜松ロータリークラブ週報

クラブテーマ:全員参加で、奉仕の理想を実現しよう!
パワー浜松ロータリークラブ（ 2016-17 年度 会長：近藤 雅彦 幹事：田渕 邦彦 ）
〒430-7733 浜松市中区板屋町 111-2 オークラアクトシティホテル浜松 4307 号室
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創立：2002 年 10 月 22 日 認証伝達式：2003 年 4 月 29 日 スポンサークラブ：浜松中ＲＣ

第６５１回例会 １１月２２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
●ビジター：宇宙少年団理事・パワー浜松 ＲＣ初代会長 秋山雅弘様
ｱｲｴﾑｱｲ宇宙少年団事務局長 須部貴代様
●議事：会員増強部会「自分を語る 第二弾」

■会長挨拶

〈 出席報告 〉
会員数 ７９名（内 出席免除会員１名）
出席数 ５７名 出席率 ７３．０８％
前々回出席率

８７．１８％

近藤雅彦会長

来週の例会は職場訪問例会ということで、初め

大会にて、2015～2016 年度の活動において、3

ての試みとなります。クラブが設立して数年の時

つの表彰を頂きました。①100％ロータリー財団寄

に職場訪問をしたことがあったのですが、その時

付クラブ②エブリー・ロータリアン・エブリー・イ

はバスを借りて全メンバーが同じ職場にいくと

ヤー

いうことでなかなか大変だった記憶があります。

会寄付表彰です。なお、地区大会の冊子は事務局に

この企画はメンバー同士、お互いの仕事について

保管してあります。

財団の友クラブ③ロータリー米山記念奨学

意外と知らないという事があり、メンバー同士の

・2017 年ロータリー年次大会・アトランタ大会の

交流を深めるための一つの方法として企画しま

お知らせが届いております。ツアー資料が欲しい方

した。

は事務局までご連絡ください。

実は私自身の経験として私の仕事が公共事業が
中心の仕事にもかかわらず、数年前に同じチャー

・例会終了後、30 階ルビーの間にて、第 5 回役員・
理事会を開催いたします。

ターメンバーだった鈴木市長にお会いした時に

・ビジターでお越しの NPO 法人日本宇宙少年団

知られていなかったという経験があり、意外と知

静岡県支部専務理事である秋山雅弘さんから、宇宙

られていないということを実感したことがあり

少年団の活動に関する説明と、賛助会員への協力依

ました。

頼がありました。

前回もお話ししたとおり、このクラブの設立時の
目的に「仕事を伸ばす」
「交流を広める」という
のがあると申しましたが、お互いの仕事くらい知
らないといけないなと感じた次第です。

■委員会報告
社会奉仕部会（堀内善弘部会長）11 月 12 日（土）
なゆた浜北での認知症サポーター養成講座、パワー
RC メンバー33 名の出席、
ありがとうございました。

■幹事報告

田渕邦彦幹事

・配布物は、NPO 法人日本宇宙少年団静岡県
支部賛助会員入会のご案内、クリスマス例会＆忘
年会のご案内、防潮堤（松）植栽活動のご案内な
らびに集合場所案内図の 3 点です。
・11 月 19・20 日（土・日）グランシップ静岡
にて第 2620 地区・地区大会が開催されました。

植樹担当（小澤邦比呂会員）総勢 87 名の参加あ
りがとうございます。目標 100 名ですので、さらな
るご参加よろしくお願いします。
職業奉仕部会（松本太一部会長）職場訪問例会の
予定表をテーブルに配っています。出欠席の記入を
お願いします。

クラブ広報委員会（鈴木一広委員長）各グループ

■ハッピーバースデー

で担当を決め、写真をとって頂くのと同時に当日の
様子を報告して頂きたいと思います。1 週間以内に
事務局までご提出下さるようお願いします。

■スマイル
熊谷真一会員：地区大会と並行して青少年交換学友発
表会があり、娘が参加させて頂きました。西尾さんは
じめ地区大会に参加された方々、どうもありがとうご
ざいました。
中野敬司会員：地区大会に参加した時、大切な物を失
くしてしまいました。事務局の高柳さんの協力もあり、
昨日無事に戻り、ホッとしました。
秋山雅弘さん：宇宙少年団のお話を 11 月 8 日の例会で
荒木理事長にして頂きました。ぜひ、賛助会員になっ

伊藤勝人さん

11/15 68 歳

「68 になり、二つの新しいことができるようになり

て頂ければと思います。

ました。ブラックコーヒーとお酒が飲めることです。」

池田龍郎会員：苺の苗を南斜面に移植しました。4 月

村田誠さん 11/17 59 歳

中旬から 6 月末ごろまで収穫できます。甘く美味しい

「ゴルフ同好会幹事をいい機会に 100 切りを目指し

苺が取れることを期待してスマイル。

ます。
」

原田道子会員：秋山さん、賛助会員に申し込みさせて

粂桂一さん 11/19 58 歳

頂きます。子供が三菱重工業に勤務し名古屋にいます。
孫がもう少し大きくなったら入らせたいと思いますの
で、名古屋にも宇宙少年団があるのか教えてください。

「今後ともご指導よろしくお願いします。
金山土州さん

11/20 73 歳

「今まで個展先で交換したバナーがたくさんありま

原田道子会員：来月キューバ視察に行くことはお伝え

すが、紹介する機会がないので事務局においておきま

しましたが、昨日キューバ大使館で晩餐会に招かれる

す。私がデザインしたわけではありませんが、パワー

ことを知りました。なかなかあり得ないことだと思い、

のバナーが一番いいと思います。」

今からワクワクしています。

長谷川博久さん 11/20 56 歳

奥山恵理子会員：11 月 12 日認知症サポーター養成講

「来年のことを考えると頭が痛いですが、皆さんの

座が開催されました。パワーRC5 周年記念事業をスタ

ご協力があれば乗り切れると思いますので、どうぞよ

ートに 10 年目となりました。この間、この活動が海外

ろしくお願いいたします。
」

にまで広がり、800 万人以上のサポーターの輪となり

河村公隆さん

ました。今後も御協力よろしくお願いいたします。
匿名希望：本文なし

9/25 47 歳

「だいぶ容姿に近づいてきたように思いますが、ま
た一年よろしくお願いいたします。
」
森俊彦さん 10/26 60 歳
「還暦を迎え、最初で最後だと思いますが、子供た
ちが協力したプレゼントを頂きました。
」

パワー浜松ロータリークラブ

■議事「自分自身を語る

第二弾」

2016-17 週報

2016 年 11 月 22 日

小田木基行会員

担当：会員増強部会
安間利広部会長：前回に続き第二弾ということで、
さっそく進行したいと思います。

加藤惠司会員

学生時代、学園祭で女装した時の写真です。
セーラー服姿で大学の外も闊歩しました。

坂本順香会員

左は新婚当時、髭のない写真です。子供も知らない
貴重な写真です。

小林昭次会員

左は中学生の頃、映画の撮影見学へ行った時、プロ
に撮ってもらった写真です。右はファッションデザ
イナー時代のスナップです。

35 年前、子供の七五三の写真です。
この頃は仕事が忙しく、長男の作文に「うちのお父
さんは寝ています」と書かれ、妻が恥ずかしい思い
をしたという思い出があります。

武田信秀会員

青山素久会員

3 歳と 18 歳の写真です。暗い青春時代を笑顔で語

末っ子なので写真を撮ってもらえず、叔父の家で撮

ってくれました。

ってもらった写真です。

鈴木一広会員

伊藤勝人会員

中学の時から剣道やっていました。写真の場所は中

日本刀の試し切りをした際の写真です。一広さんの

部中学の記念館です。

足元にも及びませんがと謙遜されていました。

堀内善弘会員

土屋公良会員

35 年くらい前、小学校教諭かけだしのころです。

左が 19 歳、右は広告代理店勤務時代の写真です。

妹 2 人と兄弟の様子を話して頂きました。

大学の先輩の導きで今がある歴史を話して頂きま
した。

池田龍郎会員

32 年前、上海で撮った写真です。当時の感じた中
国や中国人の印象を語って頂きました。

村井睦彦会員

20 年前、アメリカ留学時の学生証の写真です。娘
が生まれた 1996 年のワインを集め、娘が 20 歳にな
って飲もうと思っていましたが、すでに飲んでしま
いました。

