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国際ﾛｰﾀﾘｰ第 2620 地区 2020-21 年度ｶﾞﾊﾞﾅｰﾉﾐﾆｰﾃﾞｼﾞｸﾞﾈｲﾄ 中村皇積様
天竜浜名湖鉄道㈱ 伊藤文俊様 及び 浜松いわた信用金庫 米澤浩祐様
米山記念奨学生 サイ・ピョー・ミエン・マオさん

中野会長

会員数 76 名（内出席免除会員 1 名）
出席数 54 名

出席率 72％

スマイル 7 件

吸をしたり、秋から冬にかけての美味しい物を味わっ
たりして、もう少し気持ちにゆとりを持ちたいな、と
思います。
今朝は沢山の行事があります。以上で私の挨拶とさ
せていただきます。

村田幹事

おはようございます。この一週間で起きた新型コロ
ナウイルス感染のニュースの状況がとても気になって
います。
本日は安間みち子パストガバナーと中村皇積ガバナ
ーノミニーデジグネイトのお二人と、浜松いわた信用
金庫の米澤浩祐様、天竜浜名湖鉄道の伊藤文俊様にお
越しいただいております。早朝より、またお忙しいと
ころをありがとうございます。後ほどお話をお願いい
たします。
日曜日には釣り同好会による「浜名湖内ハゼ・アジ
釣大会」が開催されたと聞いています。きっと楽しか
ったでしょうね。美味しそうなハゼはたくさん釣れま
したか。またお話を聞かせて下さい。
私が今年になって季節の移り変わりを感じたのは、
夏の朝、蝉の鳴き声で眼覚めた時と、初秋に金木犀の
花の香りを感じた時くらいのように思います。
暦の上では、昨日の 11 月 22 日から二十四節句の内で
「小雪」というのだそうです。
「寒さはまだ厳しくはな
く、雪もまだ多くはない」という意味だそうです。
また日差しが弱くなり虹も姿を見せなくなり、その代
わりなのか、やや黄色みを帯びた暗い赤色の夕焼けが
冬空を染めます。
「冬茜」というそうです。因みに「春
茜」は春の夕焼け、「夏茜」「秋茜」は夏と秋の赤とん
ぼでそれぞれの季語だそうです。時々空を仰いで深呼

昨年スタートしました合同奉仕活動の「花のリレー・
プロジェクト」の件について担当者様より現況と計画
等についての説明あり。
天竜浜名湖鉄道（株）
浜松いわた信用金庫

伊藤文俊
米澤浩祐

様
様

ゴルフ同好会

青山さん
昨日行われた青空
例会の結果を発表し
ます。
第2位
青山さんそして第 1
第 3 位武田さん

位は・・・熊谷さ
んでした！次回は来
年 3 月予定です。

～ご挨拶～
国際ロータリー第 2620 地区 2020‐21 年度直前ガバナー

安間みち子様
7 月より新しい年度
になりました。昨年
度は地区運営に関
して大変お世話に
なりました。コロナ
禍において地区内
の医療関係のロー
タリアンにフェイ
スシールドを寄贈
したのは我が地区だけで他にもたくさんの思い出と、
ロータリアンの友情に感謝した 1 年でした。
国際ロータリー第 2620 地区 2020‐21 年度ガバナーノミニ
ーデジグネイト

RC には様々な職業の方がいます。メンバーの仕事を
理解することで、職業を通じて奉仕の心を理解し実践
するのが目的です。今年は当クラブだけでなく色々な
職業のロータリアンを知ってもらいたいとの趣旨で、
今年の 9 月～10 月にかけて皆さんに他クラブを訪問し
ていただきメークアップしてもらう予定でした。そし
てどんな職業の方と会えたのか、新たな気付きはあっ
たのか、その報告を本日してもらうはずでした。言わ
ば、
「Go To 他クラブキャンペーン」だったのです。し
かしながらコロナ感染症はおさまる様子はなく、感染
を防ぎつつ、でも R C 活動は回さなくてはいけないと
いう矛盾を抱えた現状を少しでも打開するために、今
日私が以前、パソコンを使いインターネット上で訪問
した RC をご紹介したいと思います。
この会場のパソコンから、ロータリーE クラブに訪問
し、ご紹介したいと思います。
ロータリーE クラブとは、オンラインで例会を開く RC
です。 ロータリーE クラブは、例会をオンラインで開
くことを除けば、基本的にほかの RC と変わりません。
従来のクラブと同じ指針と手続きに従いながら、奉仕
プロジェクトを実施したり、ロータリー財団を支援し
たり、会員間の親睦を楽しんだりします。もちろんメ
ークアップも可能です。もう一つ愛知ロータリーE クラ
ブというインターネットを駆使しているクラブもあり
ます。いかがでしたか、インターネットという手段を
使ってロータリーの新しい一面を見ることができたと
思います。ぜひ、これを機会に新しいクラブへの扉を
開いてみてください。
華岡さん

中村皇積様
昨年度は地区運営
にご協力頂き感謝
しております。今年
の 9 月 12 日の地区
指名委員会におい
て次年度のガバナ
ーノミ二―デジグ
ネイトに任命され
ました。１つでも 2
つでも皆様のお役に立てるように備えをしてのぞみた
いとおもいます。
就任年度は 2024 年度でございます。
本日はありがとうございました。

職業奉仕部会「土屋会員、華岡会員による卓話」

土屋さん

近畿大学医学部当時の第 3 内科の教授を定年退所後
第 2 のステップを模索しているときに外務医務官の仕
事に出会い、第２の人生の仕事を外務省在外公館医務
官に決意した。
1998 年 3 月在マダガスカル日本国大使館を皮切り
に在ブラジル日本国大使館、在パプア二ューギニア日
本国大使館、在ルーマニア日本国大使館、在リビア日
本国大使館（アラブの春、カダフィー政権倒される）
（緊
急退避）、外務本省（福利厚生室）在エジプト日本国大
使館、在カンボジア日本国大使館をへて 2017 年 5 月
外務省（参事官兼医務官）退職、浜松西山病院の現在
に至る。大使館時代のいろいろな国での思い出を聞き
ながら、世界旅行をしている気分で卓話を楽しむ。
（詳細は音声データにて）
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第 832 回例会

11 月 24 日
（火）

① 中野会長・村田幹事
天竜浜名湖鉄道の伊藤様、浜松いわた信用金庫の米
澤様、今日は朝早くよりお越しいただきご説明を有
難うございました。コロナで大変な時期ですが頑張
って行きましょう。
② 村田幹事
安間みち子様、中村皇積様、本日は早朝よりお越し
くださり有難うございました。これからも健康にお
気をつけてご活躍をお祈り申しあげます。
③ 熊谷さん
最近ゴルフが楽しくて誰にも負ける気がしませ
ん！
④ 坂井さん
娘夫婦が同居してくれることになり、急きょ建替え
今月より新居に住み始めました。
⑤ 金山さん・伊藤さん・池谷さん・後藤さん
11 月 22 日に海釣り大会を行いました。釣果が少
なく残念でしたが一日楽しんで頂けたと思います。
⑥ ゴルフ同好会
昨日の青空例会にて 4500 円のチャリティーが集
まりました。
⑦ 堀内さん
メンバーの先輩である武田さんに厳しくも優しく
ご指導いただいたおかげで、手話技能検定 6 級に合
格できました。ありがとうございました。

