
 

 

●おはようございます。本日

は、国際ロータリー第 2620

地区 2018－19 年度ガバ

ナー 星野喜忠様、地区幹事 

小俣理美様、地区筆頭副幹事 

堀池和也様、遠方よりお越し

下さり、誠にありがとうござ

います。また、静岡第 5 グループ ガバナー補佐 神谷

竹彦様、事務局長 鈴木清様、2 週前に続き、早朝より

お越し下さりありがとうございます。 

第 5 グループの他のクラブは、3 ないし 4 クラブでの合

同例会の場に星野ガバナーをお迎えしている中、私共パ

ワー浜松ＲＣへは、単独例会にお越し頂けるということ

で、大変光栄に思っております。 

星野ガバナーには後ほど、ＲＩの方針や地区の目標など

についてお話をして頂く予定となっております。 

「命の危険」とまで言われる歴史的猛暑の中、昨日と一

昨日、ディズニーランドに行ってきました。妻と娘が大

のディズニー好きで、二人の孫も見事に洗脳され、ディ

ズニー好きとなったため、家族内で孤立しないよう努力

しているしだいです。私の役割は、お財布じいじと２歳

の孫の抱っこ係りです。 

ディズニーランドやシーの施設やサービスに関しては

様々な場面で報道されていますが、私が体験したサービ

スの進化について話したいと思います。それは遺失物へ

の対応です。数年前に落とし物をした際は、後日自宅に

送って頂きましたが、今回の落し物は、拾得したスタッ

フからセンターに現物の画像が送られ、センターではＰ

Ｃで即座に検索されるようになっており、落し物は無事

手元に戻りました。ディズニーのサービスの進化に驚き

ました。 

 

 

 

●例会後 8 時 40 分から隣のメフィアの間でガバナー公

式訪問に伴うクラブ協議会を開催します。 

 

 

 

●「国際ロータリー第 2620 地区ガバナー公式訪問」 

       （担当：幹事） 

 

RI2620 地区ガバナー星野喜   

忠様より地区方針などについ 

てお話をいただきました。 

（詳細は別ページに掲載） 

 

 

 

 

森俊彦会員 

●青少年育成部会 WRO 浜松予選会協力案内 

8 月 18 日（土）19 日（日）ご協力お願いします。 

（詳細はオールパワーで送ります） 

鈴木孝尚会員 

●第 6 回全国ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ卓球大会 9 月 30 日開催 

参加資格はロータリアンとその家族・事務局員・青

少年交換学生・米山記念奨学生です。 

高柳さんは毎週卓球の練習をしています、知久さん

の奥様も卓球の経験者です、是非参加して下さい。 

 

 

 

★高橋邦明 

（たかはしくにあき）会員 

 職業分類：リース業 

 

 

★豊田充考 

（とよだみつたか）会員 

  職業分類：広告代理店 

 

  

■星野ガバナーよりバッジを着けていただきました！ 

 

■会場：オークラアクトシティホテル浜松 3 階 チェルシーの間 
■司会：髙木一浩 市川正良 ■点鐘：鷲津有一 ■週報：小川善嗣 
■ロータリーソング：「我等の生業」 ■体操のお兄さん：髙部光司 
■ゲスト：国際ﾛｰﾀﾘｰ第 2620 地区 2018-19 年度ｶﾞﾊﾞﾅｰ 星野喜忠様 

国際ﾛｰﾀﾘｰ第 2620 地区 2018-19 年度地区幹事 小俣理美様 
国際ﾛｰﾀﾘｰ第 2620 地区 2018-19 年度地区筆頭副幹事 堀池和也様 
2018-19 年度 静岡第５ｸﾞﾙｰﾌﾟ ガバナー補佐 神谷竹彦様 
2018-19 年度 静岡第５ｸﾞﾙｰﾌﾟ ガバナー補佐事務局長 鈴木清様 
米山記念奨学生 肖 英華さん 

① 鷲津会長 ④熊谷さん・武田さん 

② 熊谷さん ⑤原田さん 

③ 小澤さん 

会員数 78 名（内出席免除会員 2 名） 

出席数 60 名 出席率 78.95％ 

前々回出席率 86.84％ 

RI 会長 ﾊﾞﾘｰ･ﾗｼﾝ /第 2620 地区ｶﾞﾊﾞﾅｰ 星野義忠 /会長 鷲津有一 /幹事 鈴木一広  

〒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 Tel:053-452-0800 

Email:info@power-hamamatsurc.jp  http://www.power-hamamatsurc.jp 
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●「国際ロータリー第 2620 地区ガバナー公式訪問」 

RI2620 地区ガバナー星野喜忠様  

 【ガバナー公式訪問挨拶要旨】 

 

 【自己紹介】 

大月市生まれ東   

京育ち。曽祖父は  

静岡県島田市の 

出身。父は同県藤 

枝市出身。 

職歴 大学卒業 

後、1967 年～ 

2000 年までト  

ッパン・ムーア㈱（現社名トッパン・フォームズ㈱）

勤務。1981 年から 6 年間マレーシア合弁会社の総支

配人を勤めた。 

 退職後、大月市へ帰郷し、現在は国指定重要文化財「星

野家住宅」当主／富士納豆製造所代表。祖父が北海道

帝大の出身で在学中に納豆菌を学んだことをきっか

けに、大月市に納豆製造所を設立。当時（昭和 10 年）

の山梨県には納豆を食べる習慣がなく、納豆という食

文化の伝道からスタート。 

【ロータリーと私】 

帰郷を機に 2001 年、大月ロータリークラブへ入会。

祖父の代から 3 代目のロータリアン。 

【ＲＩ会長テーマ・ロータリー賞】 

 バリー・ラシンＲＩ会長のテーマは“BE THE 

INSPIRATION”（インスピレーションになろう）。ロ

ータリークラブの活動はもとより、個々のロータリア

ンもその言動や行動を通して、地域社会の人々へも良

いインスピレーションを与えられるよう努力しよう。

また、クラブ活動を活性化して、ラシン次期ＲＩ会長

の掲げる「ロータリー賞」に該当するよう努力しよう。 

【ＲＬＩ導入準備】 

 ＲＬI の導入準備の年度となる。ガバナー月信などで

「ＲＬＩとは？」というところから広報し、地区大会

に講師を招聘したセミナーを開催し、体験できる機会

を設けたい。 

【依頼事項】 

地区目標の達成 今年度の 14 の地区目標を再確認し、

目標達成に向けた活動をお願いする。 

地区大会 10 月 27(土)、28(日)の両日、甲府市の甲

府富士屋ホテルで開く地区大会は年に一度の地区最

大の行事。多くの会員の皆様のご登録とご参加をお願

いする。地区内のロータリアンがクラブや、地区委員

会の活動成果や進捗状況を共有できる、有意義な大会

にしたい。 

ＲＩ国際大会 2019 年 6 月 1 日(土)から 5 日(水)ま

で、ドイツ北部のハンブルクでの開催。国際ロータリ

ーに所属しているということを大いに実感できる絶

好の機会。地区ナイトを開催するので多くのロータリ

アンの登録をお願いする。 

 

※挨拶詳細は音声データをお聞きください。 

 

 

●新入会員ご挨拶 
★高橋邦明会員 

おはようございます。ただい

まご紹介頂きました、オリッ

クス浜松支店におります高橋

邦明です。 

私は、2018 年 4 月に浜松の

方に移動して参りまして今は、

オリックスの浜松支店に在籍

させていただいております。前任地が仙台だったもの

ですから、ここ数年はあまり暑い夏を経験していなく、

今年は危険な暑さを何とか乗り越えていきたいなと思

います。 

本日は、このような形で入会を認めて頂きまして、本

当にありがとうございます、今日バッチを頂きまして

大変嬉しく思うと同時に、これから一生懸命活動して

いきたいと思い、決意を新たに致しました。これから

ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。 

 

★豊田充考会員 

お早うございます豊田充孝と

云います。 

出身は愛知県鳳来町です。育ち

は浜松市内で育ちました。大学

進学から浜松を離れましてそ

の後もっぱら東京が長かった

ですが、アメリカのハワイ州に２年ほど住みまして、そ

れからつい最近ですとベトナムのホーチミン市の方に

四年ほど住んでおりました。私は昨年 50 歳にちょうど

なりまして、人生のある意味では節目を迎え、親も年を

取りまして私の中で地域に貢献していく、私の育った浜

松で生活して生きていきたい、という思いがだんだん大

きくなりまして、会社に希望を出しまして、叶えていた

だき昨年からこちらに来ております。この後どうゆう人

生が待っているかはまだ分かりませんが、私は自宅も浜

松市内に御座いますので、根をはって今後は浜松で育っ

た内目線と、浜松を離れて色々と世の中を見てきた外目

線の両方持ちながら、この地域にとって地域活性が自分

にできることは何かを考えながら、日々生活していきた

いなと思っております。その中でこのクラブに入会させ

ていただきましたので、皆様とお知り合いになりまし今

後も、色々と勉強させていただければと思っております。

どうぞ指導ご鞭撻のほど宜しくお願いいたします、今日

はありがとうございました 

 

 

1･鷲津会長⇒国際ｶﾞﾊﾞﾅｰ星野様､幹事小俣様､筆頭副幹

事堀池様､静岡ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐神谷様､補佐事務局長鈴木様

一年指導お願いします。 

2･熊谷さん⇒ﾛｰﾀﾘｰ交換留学生の娘がﾄﾞｲﾂより帰りまし

た。10 月に卓話で発表します。 

3･小澤さん⇒ｶﾞﾊﾞﾅｰ星野様、幹事小俣様素晴らしい一年

になるように、米山記念委員会もお願いします。 

4･熊谷さん・武田さん⇒「和服で飲もう会」7 月 20 日 19 名

で開催しました。 

5･原田さん⇒幹事小俣様女性で始めての進出嬉しく思

います。神谷ｶﾞﾊﾞﾅｰ県 SNBC の視察でお供します。 

2018-19 パワー浜松ロータリークラブ週報                      第 727 回例会 7 月 24 日（火） 


