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■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：ﾘﾋﾞｰ･ｼﾞｮｰｾﾌ･ﾏﾃｭｰ 龍谷義行 ■点鐘：鷲津有一
■週報：寺田洋平
■ロータリーソング：「それでこそロータリー」
■ゲスト： 米山記念奨学生 肖 英華さん

鷲津有一会長
おはようございます。
早いもので昨年 7 月 29
日、不慮の事故で八田さ
んが亡くなられて 1 年
余りが経ちました。ここ
で謹んで哀悼の意を表
し、黙祷を捧げたいと思
います。
先週、お客様の工場視察のためインドネシアに行
ってきました。工場は、首都ジャカルタから 60 ㎞ほ
ど東にあるカラワン工業団地内にあります。工場事
務所に貼ってあった休日カレンダーを眺めていると
6 月下旬に 10 連休があり、不思議に思いその理由を
聞いてみました。インドネシアでは 80％以上の人が
イスラム教徒のため、今年 5 月 15 日から 6 月 14 日
にかけて 1 ヵ月に及ぶラマダンという断食を終えた
お祭り休暇とのことでした。ちなみにラマダンの期
間は、イスラム暦という純粋な太陽暦に従っている
ため、毎年 11 日ほど前にずれていくそうです。ラマ
ダン中のことを聞くと、日の出から日没まで絶飲食
で、唾液さえも飲み込むことを禁じられているそう
です。工場の仕事は通常通り行われておりますが、
脱水症状で体調を悪くするような従業員はいないと
のことでした。工場内の生産現場はインドネシアで
いう冬の今でさえ暑く感じる環境でしたが、働いて
いる現地スタッフは汗をかいている様子はなく、環
境に順応できれば苦ではないのかもしれないと思い
ました。
話を聞いた日本人マネージャーは、指導する現地
従業員との心の距離を狭めるため、ラマダンを実践
されたそうです。血液ドロドロなど体調の変化が心
配されたので、ラマダン休暇で帰国した際、真っ先
に血液検査をしたところ、オールＡだったとのこと
で、過酷な儀式とはいえ、意外に健康には良い影響
かもしれないと仰っておられました。

会員数 78 名（内出席免除会員 2 名）
出席数 59 名

出席率 77.63％

前々回出席率 84.21％

①鷲津さん

②金山さん

③伊藤さん

④坂神さん

鈴木一広幹事
① 本日レターケース内
にガバナー月信前年
度最終号と新年度 2
号があります。また
「例会見学のルール
について」もご一読下
さいますようお願い
致します。
② 第 734 回例会は、9 月 22 日から 9 月 15 日に変更。
今年は浜松城公園周辺の清掃活動です。同時にポリ
オの募金活動も行います。
③ 8 月 26 日に、
御殿場 YMCA 東山荘にて 2017-2018
年度に派遣された 7 名の帰国報告会と、8 月に来日
し当地区で過ごす受入学生のホームカントリー紹
介が開催されます。
④ 地区米山委員会から、米山記念奨学生柿田川湧水公
園清掃奉仕作業のご案内です。9 月 1 日 11 時から
駿東郡清水町で行われます。清掃奉仕活動を通じ
2580 地区米山記念奨学生との交流を図ります。
⑤ グループ全体事業について。今年度は「花のリレー
プロジェクト」という天浜線沿いに花を植える事業
が予定されています。

就任挨拶
長いことお休みしました
が、皆様のお力添えいただ
いたおかげで元気になり
ました。

金山土洲会員

2018-19 パワー浜松ロータリークラブ週報

第 729 回例会

8 月 7 日（火）

社会奉仕部会 松本由紀彦会員
9 月 15 日に地域活性
化プロジェクトに参加
が決定。詳細について
はオールパワーで流し
ます。

議事「会員自己紹介」
担当：会員維持増強委員会
小川善嗣会員

ゴルフ同好会 山下俊彦会員
今月 26 日に第 62 回青
空例会を予定。本日例
会終了が締め切りです。

ロータリー情報委員会

後藤達朗会員

例会案内です。第 730
回例会卓話者の山本様
がテレビに出演予定。
あと今月 19 日海釣り
同好会を予定していま
す。

青少年育成部会 森俊彦会員
18・19 日に WRO の
大会があるので応援よ
ろしくおねがいします。

会員維持拡大委員会

性格：スーパーポジティブ
前向きというより上
を向いています！！
趣味：お酒 魚釣り 自宅
水槽 愛車
狩猟〈獲物はカモ・キジ
特にマガモが人気！〉
仕事：建設業 重量屋 建設設備 電気 空調 衛星
のみの重量物及び工場工作機械やらない専門性が高い
会社です。

近藤雅彦会員

「例会見学のルール」
を読んでください。

山下俊彦会員
性格：幼少期より常に人の
中心にいるタイプ
趣味：ジャズ〈中学時代に
夢中になり今に至る。最近
はシャンソンの歌の練習。
毎年１回、コンサートあ
り〉アロマオイルの調香。
ワイン〈日本ソムリエ協会のソムリエ試験を突破、エ
キスパートの資格あり〉
仕事：映像制作や広告制作。制作物の方向性とマネー
ジメントを行うクリエイティブディレクターを担当。
簡単に言うと広告のなんでも相談係りです。仕事は「厳
しいながらも、楽しみながら取り組む」がモットー。

坂神文仁会員
性格：楽天的なおかしな思
考回路をもっている
趣味：自分はやりませんが
子供が習っているゴルフ
に付き合うこと
仕事：人材サービスの会社
で、派遣、紹介、イベント
運営請負に加え今後外国人技能実習生の提案もしてお
ります。

鷲津会長
米山記念奨学生
おはようございます。
毎回例会に出席し、皆
様の話を聞いて色々
と勉強になります。こ
れからも頑張ります。

肖

栄華さん

先週 の 例会 を 海外 出張 の ため 休 みま し
た。副会長の野田さん、孝尚さんに感謝。
金山さん
この度は皆様ありがとうございました。命拾いした
ことに皆様と若い主治医に感謝。
伊藤さん
今月号の商工会誌に掲載されました。御一読下さい。
坂神さん
今月鍛冶町にサロンを開設しました。

