
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

浜松ハーモニーロータリークラブ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日は浜松ハーモニーRC 新井会長、山内幹事、加茂地区大 

会実行委員長、小桐地区大会副実行委員長にお越し頂きあり 

がとうございます。 今回パワー浜松ロータリークラブのブ 

 ルゾンが完成、皆さん希望されたサイズをお配りしました。 

 今後外に出る時はこのブルゾンを着て活動をして頂きたい 

 宜しくお願いします。 浜松科学館が７月６日にオープンし 

 ました。皆様方には内覧会のご案内を申し上げまして、沢山 

 の方々に来て頂き本当に有難う御座います。７月６日７日土 

 日に一日2,000人以上の方が二日間に渡り来て頂きました。 

 ７月６日のオープンには小学三年生の子が、朝 5 時 45 分か 

 ら入口に並んで 2 年前からこの日を楽しみに待っていたと、 

 私共に取りましては有難いお話しで御座いました。大人も楽 

 しめる科学館に仕上げていますから、どうぞ皆さんのお孫さ 

 ん素敵な奥様を連れて科学館の方にご来場お願いしたいと 

思います。本日は 7 月 7 日に放送されました池井戸潤原作 

のラグビーを題材にした番組「ノーサイド・ゲーム」が放送 

されました。TV 神奈川の方がラガーマンからラグビーの事 

を教えて頂き少しご披露します。 

 ラグビーには「ノーサイド」とよく言われますが、ラガー 

マンから言わせますと「アフターマッチファンクション」と 

 いうような事が言われております。試合が終わったらノーサ 

 イド、全く敵味方と分かれていても仲間になってお互いに称 

 賛し合うという事で御座います。当然ロッカー室は別々です 

 が風呂場は一緒、裸の付合いと言いますが、今まで殴り合っ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

て居たものが一緒のシャワールームに入って仲良くする。 

アフターマッチファンクションの中には終わった後飲み会が 

有りまして、その時はキャプテンが相手チームを称賛するよ 

うなお話をする事が礼儀になっております。そこでビールを 

飲み交わす時にルールが御座いまして、必ずビールは左手に 

持つ。左手に持って右手は握手する手ですから、もし右手で 

飲みますと周りから「バッファロー」と言われてそれを飲み 

干すのが礼儀です。必ずラガーマンと飲む時は右手で飲まな 

い様に左手で飲むのがルールと聞いております。 

９月 28 日からワールドカップが始まります。世界から金 

持ちの方が日本に押寄せて来ます。当地にも沢山の方々が来 

ると思います。そこで浜松市の方から飲食業の方に注意喚起 

という事で必ず飲み放題はやめてくださいと言われておりま 

す。それをしますと店がつぶれますと。外国人飲み放題は物 

凄い嬉しい話で驚きだそうです。沢山飲む事で観光協会の方 

からお店には当時期の時は、飲み放題は一切しないで下さい 

と言われてます。私もあまりラグビー詳しくありませんが 

せっかくエコパスタジアムに来るので何か機会が有れば見さ 

せて頂きたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パワー浜松ロータリークラブ イベントブルゾン完成 

 

 

■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：松本太一 寺田洋平 ■点鐘：小田木基行 ■週報：田渕邦彦 
■ロータリーソング：手話「希望のエナジー」  
■ゲスト：2019-20 年度 浜松ハーモニーロータリークラブ会長 新井康久様 

2019-20 年度 浜松ハーモニーロータリークラブ幹事 山内慶太様 
浜松ﾊｰﾓﾆｰ RC 地区大会実行委員長 加茂福史様 
浜松ﾊｰﾓﾆｰ RC 地区大会実行副委員長 小桐正彦様 
米山記念奨学生 サイ ピョー ミエン マオさん 

 

① 浜松ハーモニーロータリークラブ 

② 小田木会長、堀内幹事 

③ 近藤雅彦、ﾘﾋﾞｰ ｼﾞｮｰｾﾌ ﾏﾃｭｰ、 

諸星圭吾 

④  

会員数 77 名（内出席免除会員 2 名） 

出席数 58 名 出席率 77.33％ 

前々回出席率 85.14％ 

RI会長 ﾏｰｸ･ﾀﾞﾆｴﾙ･ﾏﾛｰﾆｰ /第 2620地区ｶﾞﾊﾞﾅｰ 安間みち子 /会長 小田木基行 /幹事 堀内善弘  

〒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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ニューパワーを発揮してみんなでつながろう 



 

 

 

 

・レターケースに新しいロータリー手帳 

当クラブ用の小冊子を配布しました。 

直近入会された稲垣さんは、お名前が 

無く申訳御座いません。転勤等で退会 

された方のお名前が掲載されています 

がタイミングの関係でご承知をお願い 

します。この新しい手帳は第５グルー 

プ 11 ロータリークラブになり、創立順に当クラブが最後 

の方にあります。皆さん自分のお顔等含めてご確認と何か 

有りましたらご連絡をお願いします。 

・先週入会された稲垣さんおめでとう御座いました。 

所属は奉仕委員会の職業奉仕部会、鈴木部会長の所へ所属 

する様にして頂きましたので、どうぞ宜しくお願いします。 

・本日は議事の中で役員、部会長の挨拶がございますのでよ 

ろしくお願いします。 

 

 

 

先週の復習をさせて頂きます。 

「おはようございます。こんにちは。 

こんばんは。皆さん、おはようござ 

います。（手話で復習・確認）」 

今日はお客様が多くいらして頂いて 

おりますから、挨拶の部分で「初め 

まして、今日は宜しくお願いします。 

（実演説明、手話）」有難う御座いました。 

 

 

 

浜松ハーモニーRC 会長 新井 康久様 
 

   皆様、おはようございます。 

浜松ハーモニーロータリークラブ、新井 

で御座います。日頃より当クラブへの御 

支援御協力有難う御座います。本日は私 

と山内幹事、加茂地区大会実行委員長、 

小桐地区大会実行副委員長の４名にて 

表敬訪問に伺わせて頂きました。 

本年度当クラブは、安間ガバナーの在籍クラブとして地区の 

運営に携わって来ておりますが、パワー浜松ロータリークラ 

ブ様にも地区役員の御協力を頂いておりまして、地区への御 

支援も重ねて感謝申上げます。 

11 月には、当クラブはホストクラブとして又パワー浜松様 

にはコホストクラブとして御協力を頂き、国際ロータリー会 

長代理と 2620 地区ロータリークラブ会員の皆様を地区大 

会に御迎えする事となります。皆さんの御指導の基、奉仕と 

親睦で繋がりを築いて行けます様、ホストクラブとして熱意 

を持って地区大会の準備運営にあたって参る所存で御座い 

ます。この後加茂地区大会実行委員長からも御話しあると思 

いますが、地区大会への変わらぬ御支援と御協力をお願い致 

しまして挨拶とさせて頂きます。 

どうぞ宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

地区大会実行委員長 加茂 福史 様 
 

初めまして、ハーモニーの加茂で御座 

 います。この度地区大会の実行委員長 

を仰せ付かりまして、皆様に御協力の 

お願いにやって参りました。 

 今日は 10 年振りにパワーの皆さんの 

朝例会に訪問させて頂きました。 

半分以上の方には、公私共に大変お世 

話になっておりまして、高い席からお願いする立場では御 

座いませんが、役目柄何卒ご容赦ください。 

11 月 2 日３日４日と会場を借りておりまして３日間の工 

程で準備と大会を行うわけですが、皆さんの御指導の下に 

大成功、無事故で行いたいと思いますので一つ宜しくお願 

い致します。今日は有難う御座いました。 

 

 

幹事「理事・委員長・部会長挨拶」 
小林昭次 会員選考・クラブ研修委員長 

メンバーは、近藤さん、鷲津さん、 

知久さん４名何れもパスト会長で心強 

いメンバーですので小田木会長を支え 

るべく頑張って行きたいと思います。 

会員選考は言葉通り解りますがクラブ 

研修委員会は、前任の金山先生と助言 

 を仰ぎながらやって見たいと思います。 

 

金山土洲 長期ビジョン検討委員長 

  今年我々のクラブで初めての委員会 

 になります。長期ビジョンについては 

色んな意見を頂いております。 私は 

一番大事なのは会員増強だと思います。 

会員増強・会員維持があってこそ長期 

ビジョンが成立っていきます。全ての 

色々な計画の中においても会員増強を頑張って頂きたい 

と思います。今年は方向を変えて今までうちのクラブは 

若手若手という事で、一本で来ましたがこの辺で長老を 

入れたいと思っています。私も後期高齢者にもう成りま 

したから、後期高齢者のメンバー増やす会の会長に自分 

が成りますので、是非皆さん角度を変えて色々な方を推 

薦して下さい。昨年鷲津会長年度、本当に無難に乗切っ 

て色々な事に成果を収めて来ましたが、私は昨年の中で 

一番嬉しかった事は、退会届を提出された安間さんが鷲 

津さんから引留めをお願いされ、私も一生懸命お話しを 

させて頂き一生懸命皆さんも安間さんに対して気を取る 

事で何とか思い留って頂いて今日もこうしてメンバーの 

中におります。私は昨年最大の良かった事はそう言った 

意味で退会届を提出された方が、又皆さんの説得で私達 

の意見を聞いて又戻って来てくれた。これはパワーロー 

タリーに取っては非常に大きな出来事で、昨年色々な事 

が有りましたが私は最大の皆さんの御努力のお陰と思い、 

安間さんに本当に御礼を言いたいと思います。こう言う 

事が長期ビジョンの一つの礎となっていくと私も思って 

います。退会届が出されたら皆さんで一生懸命止めても 

らう、そう言う事がとっても大事であり此れこそが最大 

の長期ビジョンになっていくと思っています。 
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山下俊彦 親睦部会長 

昨年ゴルフの幹事をさせて頂きまして 

思った事は、なるべく細目に色んなイベ 

ントを行う時に声を掛けて参加をして頂 

くその繋ぎ役になっていく事が、親睦の 

役目ではないのかと思いました。今年も 

陰ながら出来る事を一年頑張って親睦を 

務めさせて頂きたいと思います。宜しくお願い致します。 

 

鈴木直幸 職業奉仕部会長 

  職業奉仕はロータリーの中で職業通じ 

て地域社会貢献すると言う理念があります。 

この一年の活動を通してそれが何である 

かと確かめる事が出来たらいいと考えて 

おります。一年宜しくお願い致します。 

 

 

小川喜嗣 社会奉仕部会長 

私は入会３年目で経験が浅いですが、 

メンバーの力を借りながら進めて参ります。 

担当例会でマイクロプラスチックゴミ奉仕 

作業があります。４ロータリー合同となり 

メンバーは浜松・浜松中・浜松ハーモニー 

パワー浜松です。開催日９月２１日(土) 場所は遠州灘海岸 

時間は予定ですが７時から１２時までの午前中です。 

この時間内にウミガメの赤ちゃんの放流もあります。 

詳細は後日連絡させて頂きますが、沢山のメンバー並びに 

ご家族も是非ご参加頂きたく、宜しくお願い致します。 

 

熊谷真一 国際奉仕部会長 

 一番のイベントは１０月２７日(日) 

フォーママフェスタ、子育て支援イベントが 

アクトシティ展示イベントホールで行われま 

す。その中で午前中に子供を中心としたハロ 

イン仮装コンテストが有りましてそれに私達 

で支援をしながら子育て支援イベントを盛上げて行きたい 

という事で、浜松東ロータリークラブとの共同で子供の 

仮装パーティーの審査を含め色んな形で午前中支援をしたい 

と思っている次第です。小田木会長の肝いりですので皆さん 

もふるって参加頂きながら担当していければと思っています。 

宜しくお願い致します。 

 

坂神文仁 青少年育成部会長 

 基本方針としましては、我がクラブの事業 

活動通じて次世代の人間、人達の為の人間の 

形成の為に寄与するという事で御座います。 

次世代の人間作りとは家庭のしつけから色々 

ありますが、我々のクラブで出来る事は我々 

の活動を如何に素晴らしく行って次世代の方達に見て頂いて 

感じて頂いて何か一ついいもの持ち帰って頂く事と思ってお 

ります。８月２０日(火)プラネタリウム鑑賞例会、浜松科学 

館で行います。皆さん会員の方は是非共来て頂きまして、家

族会社の方に我々の関係の深い方達を招待して来て頂く予定 

で御座います。皆さんに素晴らしいパワー浜松ロータリーク 

ラブの活動を見て頂いて、何か次世代の方達には持ち帰って 

自分の為になる物を見つけて頂きたいと思います。 

 

 

 

他にも委員会活動として WRO の活動協力、配布された 

冊子の方に我々の史たる活動、ローターアクトに関する 

事等書いてあります。此方もしっかりと見て行きたいと 

思います。どうぞ御協力の程宜しくお願い致します。 

 

鈴木一広 財団プログラム部会長 

  職務分掌によれば、今年はプロジェク 

ションマッピングのイベントを職業奉 

仕さんと合同で行う事になっております。 

 其方の方をしっかりと務めさせて頂きま 

す。実は昨年度の幹事仕事が残っており 

ます。事業報告書を出来るだけ早く作り 

たいと思ますので、ご協力の程お願い致します。 

 

 藤田光弘 米山記念部会長 

  我々の部会はミャンマーからの記念 

奨学生サイ君が５月から皆様の仲間入 

りさせて頂いて、いろいろとお声を掛 

けて頂いておりまして本当に有難う御 

座います。 

次回から出席部会の皆様に協力頂きま 

して、是非前に立って出席を取りたいと本人の希望も御座 

いますので、朝お声を掛けて頂ければと思っております。 

サイ君の近況を先程聞きまして、東京オリンピック静岡県 

のボランティアに募集しまして、最近御殿場でオリエンテ 

ーションがありました。応募するきっかけになったのは 

奨学金で、皆様から大切なお金を頂いた中から交通費を使 

わせて頂きまして参加出来ました。又ボランティアとして 

外国から来る選手の通訳をする事を聞いております。 

奨学金が本当に活きた形ではないかと思っております。 

これからもサイ君を中心に米山記念部会をして行きたい 

と思いますので、是非今後もお願い致します。 

 

 リビー ジョーセフ マテュー 

 ロータリープログラム委員会 青少年交換担当副委員長 

  ３人の交換学生が海外から来ます。 

 スペイン、フィンランド、フランス 

 ポーランド？からの受入れ学生は３名。 

 今丁度ビザ用関係の準備が出来まして 

 学生と親達はバタバタして緊張してお 

 ります。今はドキドキして日本に行け 

 る感じです。来年の７月位まで学生達は海外に行き、日本 

に来られます。皆さんのご協力を頂きたいと思いますので 

宜しくお願い致します。 

  

諸星圭吾 地区副幹事 

   １１月に地区大会が御座います。 

皆さんに色々と御協力をお願いする形 

になると思いますが、先週事業計画書 

を配布されて１０月１１月とイベント 

が沢山有りまして、是非皆さんに御協 

力をお忙しい中お願いしたいと思います。この時期になり 

ますと最近青空例会に参加の方が沢山増えて、ゴルフ日和 

になりますが、１１月３日４日はゴルフを入れずに開けて 

頂きたいと思いますので、皆さん宜しくお願い致します。 
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小澤邦比呂 
ロータリープログラム委員会 統括委員長兼 
危機管理委員会委員 米山記念奨学会委員 
 
大変な御役を仰せ付かり有難う御座います。 

プログラム委員会統括委員長として地区に出向さ 

せて頂いております。 

７日にジョーさんと東京で青少年交換委員長セミナーが御座

いまして、1 日セミナーを受けて参りました。当クラブでは

受入れはしてませんが、非常に今セクハラ問題、パワハラ問

題等、危機管理が問われています。少しホストファミリーの

件も厳しくなって来てます。 

これから受入れするに当たって、安間ガバナー年度から少し

仕組み作りの要請を受けて始めております。 

１４日(日)三島で今年度、地区米山委員会の基本説明会が御

座います。この時に米山学友年次総会が合わせて開催されま

す。また委員会報告の中で報告が出来ると思いますが是非宜

しくお願い致します。 

 記事を持って来ましたので読上げます。これは平成３０年

３月３日兵庫県尼崎市にある都ホテルニューアルカイックに

て IM が開催されました。2680 地区のインターシティミーテ

ィングで御座います。 

この時に一般の方も参加されて、千 玄室大宗匠が文化講演 

を行いました。この中で話された事は、「一般参加者に向け 

ロータリーの誕生から今日の活動について説明をされました。 

毎週一回の例会ではただ会員相互の親睦を深めているわけで 

は有りません。講師の話しを聞き生きる力を培い、誠心を養 

う、それを会社に持帰りプラスにすると共に地域に奉仕をし 

て行く、それがロータリークラブです。そして活動の意味を 

伝えましたが、それと同時に茶道を学べば和の心が身に付く 

それは人が生きる上で必要な優しさ、慈愛、寛容、忍耐とい 

うものを教えてくれます。地域社会に活動を理解頂くにはロ

ータリーが真の奉仕とは何かと考え隅々まで行届く様、実践

行動して行く事です。」と提言し締めくくられました。 

我々はロータリークラブ、ロータリアンであります。 

理念で奉仕の理想というものがあります。これは大切な事で 

ありますが、私は奉仕の理想というと少しぼけてしいる様な 

気がしますが、我々には奉仕と実践と言った方が解り易いか 

もしれません。楽しくやる事も大切です。親睦も深める事も 

大切だと思います。しかしやはりこの事を忘れてはいけない

と思います。宜しくお願い致します。 

有難う御座いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 浜松ハーモニーロータリークラブ 
    本日は会長、幹事、地区大会実行委員長、 

副委員長の４名にて表敬訪問に伺いました。 

本年度よろしくお願い致します。 

 

② 小田木基行会長・堀内善弘幹事 
    本日のゲスト、浜松ハーモニーロータリーク 

ラブ会長 新井康久様、幹事 山内慶太様、並 

びに地区大会実行委員長 加茂福史様、地区大 

会実行副委員長 小桐正彦様お越し頂きありがと

うございました。地区ガバナーの輩出、地区大会

の開催など、先輩のクラブの皆様のご奮闘に対し

コホストクラブのパワー浜松としても一生懸命お

手伝いして参ります。 

ロータリアンとしての一致協力のもとがんば 

らせて頂きます。本日はお越し下さりありがとう

ございました。 

 

③ 近藤雅彦、リビージョセフ マテュー、 
諸星圭吾 

        ７月１３日今週土曜日にパワーバンドのライ 

    ブを田町メリーユーで行います。 

１８：００開演です。 

ジョー・諸星のジャズバンドもあります。 
お時間のある方はぜひお越し下さい。 
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