
 

 

おはようございます。 

年々増加傾向にある熱

中症対策の一つとして環

境省は、女性だけでなく、

男性にも日傘の利用を推

奨しています。いわゆる

「日傘男子」の定着です。

私も日傘を購入し、「日傘

男子」デビューを試みま

した。東京出張のおり、

一人でも見かけたら傘を開こうと鞄に忍ばせていま

したが、ついに「日傘男子」を発見することができず、

デビューできませんでした。梅雨が明け、夏本番にな

るまで待つことにします。 

今年度も例会 2 回を残すのみとなりましたが、中国

の戦国時代の史書「戦国策」に由来する言葉の一つで

「百里を行く者は九十里を半ばとす」という格言があ

ります。物事は終わりのわずかの部分に困難が多いか

ら九分通りを半分と心得、最後まで緊張と努力を続け

なければいけないという意味です。この故事にならい、

最後まで一生懸命務めさせて頂く所存でございます。 

 

 

例会終了後に本年度最終の役員理

事会を開催いたします。 

 

 

 

ゴルフ同好会 山下俊彦会員 

6/16(日)『青空例会』の結果 

優勝 大石莉帆さん 

2 位 熊谷真一さん 

3 位 柳田高廣さん・鈴木直幸さん 

次年度青少年育成部会長 坂神文仁会員 
『浜松科学館プラネタリウム鑑賞例会』のご案内 

8/20(火)浜松科学館 
受付 17:00 
例会 17:30～18:30 

会員及び会員のご家族や従業員等の関係者も 
参加して頂き楽しんでいただきたいと思います。 

 

①大石莉帆さん 

先日の青空例会で優勝することができました！

次回は 100 を切れるように頑張りたいと思います。

ありがとうございました。 

②安間孝明さん・福地三則さん 

6/28 習近平主席来日に合わせて中国中小企業特

別顧問の羅氏が大阪に来られます。日中の中小企業

の共同産業共同市場のプラットホームをつくるた

め会議を予定しています。また浜松でも計画してい

ますので是非ご参加ください。 

③原田道子さん 

㈱ミダックは名証2部から東証2部に昨年12/21

に上場しました。当時社長をしていた矢板橋氏にサ

クセスストーリーを 7/10 19:00より楽器博物館研

修センターで行います。会費は 500 円かな。私、原

田が企画しました。どうぞご参加ください。 

④原田道子さん 

高丘北にできたローソン。まだオーナーが決まら

ないので開店ができず家賃が入りません。困って本

社にお願い文書を出しました。手続きに来られた方

が昔から知っている方で家賃が入りました。これは

強運かな。感謝でスマイル。 

■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：リビー・ジョーセフ・マテュー 中野雄介 

■点鐘：鷲津有一  

■週報：髙部光司 

■ロータリーソング：「夢のみずうみ」  

■ゲスト：米山記念奨学生 サイ ピョー ミエン マオさん 

 

①大石莉帆さん 

②福地三則さん・安間孝明さん 

③④原田道子さん 

会員数 77 名（内出席免除会員 2 名） 

出席数 60 名 出席率 80％ 

前々回出席率 73.33％ 

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 

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 

会 長 挨 拶 鷲津有一 会長 

ス マ イ ル 報 告 

幹 事 報 告 鈴木一広 幹事 

委 員 会 報 告 
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「役員理事、理事、部会長、地区出向者退任挨拶」 

2620 地区 青少年交換小委員会委員････････ﾘﾋﾞｰ･ｼﾞｮｰｾﾌ･ﾏﾃｭｰ 委員 

皆様のご協力で大きなトラブルがなかったです。 

 

2620 地区 米山記念奨学委員会委員････････小澤邦比呂 委員 

6/16 に引き継ぎ式がありました。 

来年度は 25 名となります。 

出席部会長･･････････････････････岩本英樹 部会長 

卓話 1.「ねむの木学園 50 周年を迎えて」藤田允元会員 

2.「フットサルで幸せになろう！」元プロサッカー 湊谷淳選手 

3.「浜松学芸中学校･高校」 内藤純一校長 

毎週の例会受付とメイキャップ受付(9 回) 

職業奉仕部会長･･････････････････河村公隆 部会長 

職場訪問例会２回 

職場訪問のご協力ありがとうございました。 

社会奉仕部会長･･････････････････松本由紀彦 部会長 

9/15「地域活性化プロジェクト」 

プレス浜松（Ｖリーグバレーボールクラブ）と常葉大サンダーバードと共に 

浜松城公園清掃をいたしました。 

卓話は池谷さんとプレス浜松さんでとても感動いたしました。 

国際奉仕部会長･･････････････････安間利広 部会長 

卓話 1.「天浜線花のリレープロジェクト」米澤さん、伊藤さん 

2.「弁天島花火フェスティバル」廣畑さん 

3.「定住外国人の抱える問題について」山口さん(浜松中 RC) 

青少年育成部会長････････････････森俊彦 部会長 

卓話 1.「2018 年度 WRO Japan 浜松予選会と国際大会について」福地会員 

   2.「青少年 交換プログラム 帰国報告」熊谷紗奈さん 

   3.「健康長寿は、お口のから」村井睦彦会員 

ＷＲＯのご協力ありがとうございました。 

財団プログラム部会長････････････藤田光弘 部会長 

事業 「松の植栽事業」250 本 41 名、「清明寮にて食事会」 

卓話 1.「デジタルカメラ＆写真撮影教室」田渕邦彦会員 

   2. 樹木医 正木さん 

クラブ管理運営委員長････････････武田信秀 委員長 

出席部会と親睦部会を担当し 

仲良くしルールを守りました。 

クラブ広報委員長････････････････青山素久 委員長 

週報のフォントを読みやすい書体「メイリオ」に統一しました。 

レイアウトなど全体的に読みやすくなりました。 

フェイスブックによる広報活動 

卓話 1.「障害」と差別「障害者差別解消法」斯波さん 

2.「歩き方を変えれば、未来が変わります」堺さん 

3.「開幕直前！ラグビーワルドカップ 2019 について学ぼう！」藤原さん 

会員維持増強委員長･･････････････近藤雅彦 委員長 

新会員による卓話「自己紹介」により色々な一面を知りました。 

増強に関しては思ったより入会して頂いたと思います。 

議    事  

 

 担当：鈴木一広 幹事 
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奉仕委員長･･････････････････････村田誠 委員長 

職業奉仕部会 人数が少なく頑張って頂いた 

社会奉仕部会 松本さんを中心に浜松城公園の清掃 

国際奉仕部会 卓話中心の例会 

青少年育成部会 森さん中心に頑張って頂きました 

皆様のご協力ありがとうございました。 

ロータリー情報委員長････････････後藤達朗 委員長 

卓話 1.「記者時代の取材報告と『ボケてたまるかー認知症早期治療体験報告』」 

元週間朝日記者 山本朋史さん 

2.「賀茂真淵と遠州国学について」山下智之さん 

3.「加圧トレーニングの効果とダイエットへの応用」 森田敏宏さん 

ロータリー財団委員長････････････中野敬司 委員長 

米山記念部会での奨学生の世話と財団プログラム部会の植栽事業でした。 

皆様のご協力ありがとうございました。 

会員選考・クラブ研修委員長･･････金山土洲 委員長 

会長、幹事、役員を任されることにより人間の成長が伺えます。 

率先して役員をやりましょう。 

副幹事総務･･････････････････････諸星圭吾 副幹事総務 

広報委員会の週報の原稿チェックをしました。 

 

副幹事･･････････････････････････堀内善弘 副幹事 

委員会、部会の一年間の流れをみて先輩方のご苦労が分かりました。 

鈴木幹事には質問して心配をおかけしました。 

会長エレクト････････････････････小田木基行 会長エレクト 

来月次年度より、よろしくお願いいたします。 

 

副会長･･････････････････････････松本太一 副会長 

会員維持増強委員会、ロータリー財団委員会、会員選考･クラブ研修委員会の 3 つの委員会を

担当させて頂きました。会長経験者や長くメンバーでいられる方の多い委員会でした。 

副会長･･････････････････････････野田みよ子 副会長 

楽しいロータリーになるように努力ました。 

1 年間ありがとうございました。 

副会長･･････････････････････････鈴木孝尚 副会長 

素晴らしい 1 年間でした。 

担当委員会の皆様ありがとうございました。 

会計････････････････････････････加藤恵司 会計 

年度が終了しこれからが大変です。 

事務局とともに頑張ります。 

直前会長････････････････････････長谷川博久 直前会長 

会長、幹事さんお疲れ様でした。 

 

会場監督････････････････････････小林昭次 会場監督 

良いメンバーに恵まれた 1 年でした。 

卓話 1.「ジョー先生の英会話教室」Libby Joseph Matthew 会員 

   2.「明治 150 年と静岡」 中日新聞東海本社 編集局長 鈴木孝昌さん 


