
第一部：会場監督 

 
 

こんばんは。 
この一週間に第 5 グルー
プの行事が二つありまし
た。20 日（木）、会長幹
事新旧引継ぎ式が行われ
ました。クラブ毎にかた
まった席次だったため、
食事しながら他クラブと
の交流を図ることはでき
ませんでしたが、今年度

の会長幹事は積極的に離席し談笑していました。が、
次年度の会長幹事は席に座っている人が多く、その対
照的な様子は印象的でした。23 日（日）には、神谷ガ
バナー補佐を囲んでゴルフコンペ＆懇親会が実施され
ました。ゴルフは参加者5名と寂しい集まりでしたが、
パワーの 3 名を加え 8 名で楽しくプレーしましたが、
私のせいで 14Ｈまでのプレーで打ち切りとなりました。
懇親会には 12 名が参加し、1 年前には考えられないよ
うなリラックスした楽しい時間を過ごすことができま
した。 
本日は最終例会で久しぶりの夜例会です。この一年の
思い出話を肴に大いに親睦を深めましょう。 
 

 
残念な幹事報告ですが山
﨑益男さんが今月末で退
会される事になりました。 
 
山﨑益男さん退会挨拶 
「皆さんこんばんは 6 年
間お世話になりました、
今回をもちまして退会致
します。6 年間という短
い期間でしたが、非常に

私にとってみると濃い時間を過ごすことができました。
私は本当にこのパワー浜松に入って大変良かったと思
いますし、本当に一人一人の方にお世話になりました。
いい方ばかりで良い経験をさせてき頂き、この会に入
れて頂いて本当に良かったと心から思います。小澤会
長に始まって今回の鷲津会長まで、全ての素晴らしい
会長の下で、楽しい経験をすることができました。一
人一人の方にご挨拶をさせて頂きたい処ですが、檀上
を持って御挨拶とさせて頂きます。今後も皆様のご健
勝と、ビジネスの益々のご発展をお祈りして、退会の
挨拶とさせて頂きます、本当にありがとうございまし
た。」山崎さんにはご事情が許す事になれば、また再
入会をよろしくお願いいたします。 

 

 
6 月 9 日 
市川正良さん 
６０歳になりました。還暦となり会社の規定でいくと
今月が退職月となりましたけれども、皆さんと知り合
いになれたので会社にお願いして、このまま再雇用と
なりました、また一年よろしくお願い致します。 
6 月 12 日 
西尾文克さん 
年齢不詳と言われますが 5２歳になりました。私は鷲津
会長と会場監督の時に一緒で大変お世話になりました。
その時にいつか会長になられると思っておりました、
やはりしっかりと締めていただきまして良かったなと
いう風に思います。鈴木一広さんも素晴らしい幹事で
私も今後一広さんを見習っていければなという風に思
っています。また、よろしくお願いいたします。 
6 月 25 日 
鈴木利和さん 
毎年思うのですが、どんどん老けていっております。
辛い毎日を過ごしております、よろしくお願いいたし
ます。 
平成 3０年 9 月４日 
鈴木孝尚さん 
今日は涙が出るくらい嬉しいです。「まだプレゼント
を受け取っていない」とは、僕からは言えなかったん
ですよ（冗談）本当に嬉しいです。感動いたしました。 
 
 
 
親睦部会 
森上達幸さん 
メンバーが良かったものですから、1 年間務めることが
できました。私は部会長ですが一番出席率が悪かった
です。皆さんには本当にご心配おかけいたしました。
創立記念例会ではベリーダンス、クリスマス例会はジ
ャズライブ、クイズゲームをさせて頂き皆さん楽しん
で頂けましたでしょうか。また、次年度も親睦会のメ
ンバーになりましたので頑張りたいと思います。1 年間
ありがとうございました。 
米山記念部会 
伊藤勝人さん 
鷲津会長はじめ皆さんこの 1 年間本当にありがとうご
ざいました。特に一番ありがたかったのはカウンセラ
ーを務めさせて頂いた事です、これで私はもうあまり
朝早く来なくてもいいと思ってたのですが、カウンセ
ラーを私が引き受けたんですけれど、問題は英ちゃん
を朝 7 時に食事させなくなくちゃいけないので、7 時
に英ちゃんを迎えなくてはいけない、そうすると自分
は 7 時前に家を出なくちゃいけない、これは出席部会
と同じじゃんと思って、これで 1 年間来させてもらっ
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て、だんだん自分の形も少し良い方向に、性格的にも
なりました。そして、英ちゃんが一番言っていたのは
各テーブルを回らせてもらった時に、皆さんが本当に
優しくて、すごく色々なことを言ってくれた事を、す
ごく興奮しながら、こんなに嬉しいことはないと、言
って報告してくれました。そしてつい最近、私の LINE
に英ちゃんから花束が入りました。どういう事だろう
と思っていたのですが、それが「父の日おめでとうご
ざいます」だったのです。私は自分を父と思ってなく
て、お兄さんだというふうに思っておりました。お兄
さんと思っていたのですごく感動する前に、がっかり
させられましたが、でもすごく嬉しかったです。今は
もう上海で頑張ってます。本当にこの一年皆様のご協
力のおかげで、私共本当に楽しい時間をありがとうご
ざいました。 
 
 
原田道子さん 
会長鈴木幹事お疲れ様でした私は二人とも会社訪問を
させて頂きました。ありがとうございました。ついで
ですが明後日 27 日にアパート 4 棟の契約をします。ま
だ融資証明ができていません。ここに来る前に頑張っ
て作っていました大丈夫かな。 
小田木基行さん 
堀内善弘さん 
本日は最終例会皆様ご苦労様でした。鷲津会長鈴木和
宏漢字本当にお疲れ様でした。お二人からのバトンを
しっかりと受け継ぎ、パワー浜松ロータリーの益々の
発展皆様にとってよりワクワクする、充実したクラブ
を一緒に作って参りましょう、鷲津会長鈴木幹事あり
がとうございました。 
鈴木一広さん 
一年間皆様のご協力のもと、幹事を務めることができ
ましたことを、心よりお礼申し上げます。至らないこ
とばかりのダメ幹事でしたが、ロータリーの友情に免
じてお許しくださいますよう、お願い申し上げます。
本当にありがとうございました。 
村木則予さん 
本日レターケースに光産業創成大学院大学主催のビジ
ネスプランコンテスト「photonics challenge]のチラ
シを入れさせていただきました。優秀賞の賞金 100 万
円の他大学入学金免除の副賞も付いています。光の応
用技術で新事業をおこそうという皆様、是非チャレン
ジしてください。応募方法等ご説明が必要でしたら、
村木までお声掛け下さい。 
鷲津有一さん 
幹事の鈴木一広さんはじめ、パワーＲＣメンバーの皆
さん、事務局の高柳さん、オークラホテルのスタッフ
の皆さん、一年間、本当にありがとうございました。
皆様のお力のお陰で、会長職を全うし、本日、無事最
終例会の日を迎えることができました。心から感謝申
し上げます。 
 
第二部：親睦部会「年度末最終例会」 

 
乾杯挨拶  
中野敬司会長ノミニー 
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幹事バッチ授与 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
鷲津会長退任あいさつ 

 
皆さん、一年間、あり
がとうございました。
おかげさまで、何とか
会長職を終えること
ができました。今日を
含め 46 回の例会すべ
てを振り返り、コメン
トしようと思いまし
たが、時間と記憶力の
関係で省略させて頂

きます。会長としてのこの一年は、プレッシャーやス
トレスで潰れそうになったこともありましたが、今に
して思えば、地区大会でのＲＩ会長代理歓迎晩餐会や
ハーモニーＲＣ20 周年式典など、会長だからこそ出席
できた、様々なロータリー活動を経験できたことへの
喜びの方が大きいと感じています。また、会長あいさ
つのネタ作りのためとはいえ、あっちこっち出かけた
ことも良い思い出となりました。本日の例会でパワー
浜松ＲＣの年間行事をすべて終えることになります。
私は個人的なけじめとして、今週末、伊勢神宮に参拝
し、一年間の御礼と退任の報告をしてまいります。皆
様方の温かい友情とご協力に改めて感謝申し上げます。 
 

「手に手つないで」合

唱 
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