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認証伝達式:2003 年 4 月 29 日 スポンサークラブ:浜松中ＲＣ

■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:龍谷義行
■点鐘:中野敬司 ■週報:内田勝善
■ロータリーソング:「夢のみずうみ」
■ゲスト:浜松中ロータリークラブ 2020-21 年度会⾧ 上村計介様
浜松中ロータリークラブ 2020-21 年度幹事 内山義之様

会員数 76 名（内出席免除会員 1 名）
出席数 63 名 出席率 82.89％
① スマイル
中野敬司会⾧・村田誠幹事、田中
紀春さん、伊藤勝人さん、河村公
隆さん、青空例会参加者一同

① ロータリーの友 10 月号が届いていますのでご確認
ください。
② 10 月～12 月分の会費引落しがあります。
③10/10 に予定されておりました第 827 回例会米山記
念館への移動例会は台風 14 号の接近により中止・休会
となりました。そのため、10/10 分の例会欠席をメー
キャップにより補填する必要はありません。
③ 10/31 に予定していた地区補助金事業となる児童
養護施設の子どもとのスナッグゴルフ体験は、コロ
ナの影響により４月に延期します。10/27 は通常
例会に変更となりました。
⑤中クラブから創立記念例会のご祝儀を頂きました。

本日は創立記念例会ということで、親クラブである
浜松中ロータリークラブより上村計介会⾧と内山義之
幹事にお越しいただいております。お忙しい中、また
早朝よりありがとうございます。
私たちのクラブは平成１４年１０月２２日に浜松中
クラブの唐澤護泰特別代表を始めとする七名の拡大委
員の皆様のご尽力で誕生しました。設立当時のお話は
この後の議事の中で触れられる事と思います。
設立記念例会で、私が個人的に思い出す事は二つあ
ります。平成２３年の記念例会で、唐澤特別代表が亡
くなる前年にして頂いた卓話の中で、やんちゃな次男
坊と言われていた私達のクラブを褒めて頂いた様に感
じ、頑固な父親に認められたようでうれしかった事で
す。そして、平成２０年の記念例会で、金山土州さん
を始めとする委員のご尽力により、故福田和禾子先生、
山川啓介先生に作って頂いた２曲のオリジナルソング
を西遠女子学園の生徒さん達とともに披露ができた事
です。
今年の記念例会での、パスト会⾧さん達のお話がこ
れからのパワー浜松の力になる良い機会であると思い
ます。よろしくお願いします。

①ゴルフ同好会（熊谷真一さん）
10/11 に青空例会が開催されました。
3 位井熊さん、
2 位鈴木直幸さん、優勝河村さんです。次回は、11/23
浜松カントリーで開催予定です。
②戦略計画委員会（⾧谷川博久さん）
20 周年記念事業のアンケートをレターボックスに入
れておりますので、よろしくお願いします。

浜松中ＲＣ会⾧上村計介様
パワー浜松ロータリークラブ創立 19 周年おめでと
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うございます。これまでも大変な場面があったかと思
いますが、今回のコロナ禍も文字通りパワーで乗り切
っていただきたい。本日はお招きいただき、ありがと
うございます。勉強させていただきます。
匂坂幸治さん（10 月 2 日）
野口雅子さん（10 月 4 日）
高橋邦明さん（10 月 6 日）
武田信秀さん（10 月 14 日）
松井進さん（10 月 20 日）
近藤雅彦さん（10 月 23 日）
森俊彦さん（10 月 26 日）
林竹計さん（10 月 30 日）
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（火）

１.設立の経緯（⾧谷川博久さん）
ロータリークラブの設立前に 2002 年の 7 月末から
幹事会というものを開催し、中クラブの拡大委員会の
メンバーとパワーのチャーターメンバー10 数名で設立
前の準備をしていました。クラブの名前から始まり開
催の曜日、時間といろいろな取り決めを多数決で決定
し、パワーの骨格づくりをして設立総会に臨みました。
準備を含めて設立までに中クラブから費用の補助もあ
ってパワーは誕生しました。費用的なものは、すべて
中クラブの予算で当時 500 万円近くかかったと聞いて
おります。
そしてチャーターナイトですが、これは認証状伝達
式とも言われまして、パワーが RI から認められたとい
うことをお祝いするもので当初は 3 月に予定していま
したが、ガバナーの都合もあって 4 月 29 日に開催され
ました。アクトの中ホールにて記念式典、記念講演と
オークラに移動して懇親会と一日ですべてこなしてハ
ードであったことを思い出しています。設立時は、初
代会⾧の秋山さんと唐澤特別代表とお互いにクラブを
素晴らしいものにしようという気持ちもあって、いろ
いろな考え方の違いもありましたが、イベント事は無
事に終わり、ホッとしたということもいい思い出です。

還暦・・近藤雅彦さん
⾧谷川博久さん
古希・・中野啓司さん
喜寿・・金山土州さん
創立記念例会
親睦部会「創立時の熱き想いを次代に!」

パネラー 金山土州さん（第 4 代会長）
原田道子さん（第 5 代会長）
長谷川博久さん（第 16 代会長）
コーディネーター
坂井光蔵さん（第 9・10 代会長）

２.創立時の会が目指していたもの（金山土州さん）
当時、中クラブの大場ガバナーに新しいクラブがで
きると聞き、参加することになり、更に、
「パワー」の
字を書いてもらいたいと要請されました。当時、ヤマ
ハのラグビークラブのポスターで「ＲＵＧＢＹ」と英
語で書き、それと同じように筆を使ってパワーを「Ｐ
ＯＷＥＲ」と書いた文字が、現在のロゴにも使われて
おり、それが私の原点です。
どこにもない新しい形のロータリークラブをつくる
勢いでした。例えば、通常のロータリーソングの奉仕
の理想等だけではなく、福田和禾子先生と山川啓介先
生に作っていただいた独自のクラブソング「希望のエ
ナジー」
「夢のみずうみ」が我々にはあることを知って
もらいたいです。
３.慣習に拘ら
ない会を目指し
て（原田道子さ
ん）
「パワー浜松」
というように、
地域名が後半に
くることからし
て名前が慣習に
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拘っていないといえます。また、全国に数か所でしか
開催されていない朝例会を当クラブが開催しているこ
とも慣習に拘っていないと言えるでしょう。
更に、私自身も地区大会役員をしているときに、こ
れまでにない劇団を作って楽しむことができました。
ロータリーには経験豊富な年齢の方が多く集います
が、20 代の若い会員を入れることも慣習に拘らない会
員増強だとおもいます。
私が会⾧の時には、浜松市での花博開催期間中に花
博のチケットを会員に配り、通常例会時に使用してい
るホテルとは異なる花博近くの会場で開催しました。
４.会員として続けてきた原動力、会の魅力とは?
・⾧谷川博久さん
横の繋がりがあり、通常、話せない人と気軽には
なすことができる魅力がある会です。
・金山土州さん
それまで一人で孤独に仕事をやっていたが、いろ
いろな人と出会い、異業種の人から様々なことを
吸収できるのは大きな魅力です。
・原田道子さん
人前に立つことや一人ではできなかったことを体
験できる素晴らしい会です。
５.今、そして次世代へ伝えたいこと
・⾧谷川博久さん
仕事のことも含め、もっと自分をＰＲしてもらい
たいです。
・金山土州さん
これまで 10 名の会員を当会に入会させてきまし
た。みなさんにも会員増強に力をいれ、新しいメ
ンバーを増やしてもらいたいです。更に、一回一
回の例会を大事にしながら楽しい例会になるよう
に力を入れてもらいたいです。
・原田道子さん
土州さんと同じで、会員増強が大事だと思います。
なるべく沢山の人に声掛けをして、多くの人と接
し、自分も成⾧してもらいたいです。
・坂井光蔵さん
皆さんが来てよかったといわれる例会ができるよ
うに、これからも会場監督に期待したいです。

①中野敬司会⾧・村田誠幹事
浜松中ＲＣ会⾧上村計介様、幹事内山義之様、本日
は、朝早くより当クラブ創立記念例会にお越しいただ
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きありがとうございます。
このコロナ禍の中クラブ運営もお互い大変かと思い
ます。これからもご指導どうぞよろしくお願い致しま
す。
②中野敬司さん・村田誠さん
パスト会⾧（金山さん、原田さん、⾧谷川さん、坂
井さん）の皆様の熱いお話ありがとうございました。
これからも、ご指導お願いします。
③田中紀春さん
10 月 1 日よりマイクロツーリズム「はままつ元気た
び!!」が始まっております。宿泊は 1 人 5,000 円・
食事は 2,000 円の割引が受けられます。今、ＧＯＴＯ
トラベル 35％割引も利用できます。浜松市民が浜松で
利用する企画です。是非この機会にご利用ください。
お問い合わせは、浜松ツーリストサービス田中までど
うぞ!!
④伊藤勝人さん
先日ご案内させて頂きました「沖縄・国の重要文化
財琉球の王様から（徳川家康公への贈り物文化展芭蕉
布）
」目標 1000 人ご来場予定が、1300 人のお客様を
迎えることができました。NHK やテレビ静岡も放映し
て頂き、大好評でした。本当にありがとうございまし
た。
⑤河村公隆さん
10 月 11 日（日）は青空例会でした。組み合わせメ
ンバーに恵まれ、頂いたハンデに助けられ、優勝させ
ていただきました。スコアはベスグロの坂井さんより
14 打ほど多いのですが、ハンデに助けられ鈴木直幸さ
んの追撃を振り切り優勝させていただきました。ハン
デ改正により、もう優勝は遠い目標となりましたが、
これからも優勝目指して頑張りたいと思います。あり
がとうございました。
⑥青空例会参加者一同
去る 10 月 11 日（日）に開催されました青空例会で
「ワンオン・チャリティー」を実施した結果、7,000
円ものチャリティが集まりましたので、スマイルさせ
ていただきます。
次回開催は 11 月 23 日（祝・月）浜松カントリーク
ラブです。皆様のご参加をお待ちしています。

