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親睦と奉仕の扉へ
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■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：中野雄介 村木則予
■点鐘：近藤雅彦 ■週報：寺田洋平■ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ：「希望のエナジー」
■ゲスト：国際ﾛｰﾀﾘｰ第 2620 地区 静岡第５ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 杉浦仁様
国際ﾛｰﾀﾘｰ第 2620 地区 静岡第５ｸﾞﾙｰﾌﾟ浜松南 RC IM 実行委員長 山田喜康様
浜北ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞより、橋本佳代子様、大庭良子様、浜松中ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 木村嘉代子様
浜松ﾊｰﾓﾆｰﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞより、安間みち子様、髙部千奈美様、ﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰとして、小山由稀様
故 安藤幸史会員 奥様 安藤由紀子様、例会見学者、若林由香様、森知美様
米山記念奨学生 ｻｲ･ﾋﾟｮｰ･ﾐｴﾝ･ﾏｵさん

近藤副会長

会員数 77 名（内出席免除会員 1 名）
出席数 57 名

出席率 75％

スマイル 8 件

補佐と南クラブの山田 IM 実行委員長にお越しいただ
きました。
本日の例会の趣旨に異を唱えるようにお感じになる
かもしれませんが、南クラブは女性が一人もいません。
にも拘わらず、現在、第６グループの会員数は浜松ク
ラブの次は長年、当クラブでしたが、私が会長の時代
に南クラブに抜かれてしまい現在に至っています。
ロータリークラブ全体としてはそれも一つの多様性と
みることもできるかもしれまさんが、当クラブは積極
的に女性を迎え入れていきたいと考えています。

村田幹事
本日は中野会長が仕事の関係で欠席となりましたの
で私が代理で挨拶させて頂きます。
最初はコロナの話しをしようかと思いましたが、い
ろいろと理不尽と感じることも多く、話をしていると
血圧が上がりそうなのでやめておこうと思います。
４年ほど前、私が会長だった時に映画「シンゴジラ」
や「君の名は」などが大ヒットし、そんな話をさせて
もらいました。現在「鬼滅の刃」が日本映画の興行収
入が歴代１位になりましたのでその話と、今年は漫画
の「進撃の巨人」が４月に最終回を迎えるということ
でそれが流行るのでないか、という話をしようかとも
思いましたが、あまりにマニアックすぎるのと本日の
例会は盛りだくさんですので会長代理の挨拶はなるべ
く短くしようと思います。
本日の例会は、各クラブの女性会員の皆さんをお招
きしてロータリークラブの中での女性の位置や役割な
どについてお話をしていただきます。期初のころ、こ
の企画を野田さんからお聞きしたときに大丈夫かなと
心配になりましたが、本日はゲストを含めたくさんの
女性会員の皆さまにお越しいただき、「さすが野田さ
ん」と思わずにいられませんでした。本日はどうぞよ
ろしくお願いいたします。
また、本日は IM が中止になったというご連絡はさせ
て頂きましたが、そのご報告ということで杉浦ガバナ

今般の新型コロナウィルスの急速な感染拡大を受け
1 点は例会開催の有無に関して今期（6 月末日まで）の
期間において会長・幹事に一任させていただく事が臨
時理事会にてご承認をいただけました。これにより急
に危機的な状況になった場合、又は緊急事態宣言の発
令時に迅速な対応が取れることと思います。
もう 1 点は、現状におきまして既に会社的・個人的
に出席が困難で欠席されているメンバーの方もいらっ
しゃいます。そんな中、少しでもメークアップを取り
易くするため、パワー浜松 RC 細則 16 条（ｆ）にある、
上記（ｄ）及び（ｅ）によるメークアップはいずれか
月 1 回とする。
との規定を今期（6 月末日）までは適用しない事もご承

2020-21 パワー浜松ロータリークラブ週報

認がいただけました。これは（ｄ）が会長の決めたテ
ーマの View 広場への投稿、若しくは欠席したクラブの
例会をウェブサイトで回覧しその感想を View 広場に
投稿する事。そして（ｅ）が理事会が承認をした同好
会活動への参加となります。この（ｄ）及び（ｅ）の
メークアップがいずれか月 1 回までとなってましたが、
これが月何回でもＯＫとなります。2 件共本日からの施
行となります。

第 838 回例会

静岡第 5 グループ

1 月 19 日
（火）

ガバナー補佐

杉浦仁様

財団プログラム委員会 松本さん

地区の補助金を使った事業についてです。本来なら 10
月に行う予定でしたが、4 月に変更させて頂くこととな
りました。日程は 4 月 24 日（土）です。今回は和光寮
さんのみの対象です。2 月に入ったら出欠をとります。

新入会員

宇佐美さん

今日は RC とは関係のないお正月の話をします。昔の
お正月は神聖な行事でした。しかし自分の家族や日本
全体をみても、もはや昔の良き正月は帰ってこない気
がします。季節の行事もなくなってきています。私達
日本人は心の豊かさを忘れてはいけないしそのために
はシンプル・スモール・スロー・スマイルを生活の基
盤にしたいものです。

静岡第５グループ

浜松南 RC

山田喜康様

IM 実行委員長

本来ですとこの時期は、たくさん IM に来てください
とお願いしますが、昨年に引き続き 2 年連続で中止と
なりました。去年の 12 月に IM 実行委員会で今年はど
うしようか考えましたが、コロナの感染が拡大してい
る状況でやるのは難しいと判断し今回も中止と致しま
した。ご理解の程宜しくお願い致します。
この度、パワー浜松 RC に入会させていただくことに
なりました。現在中日ネクスト浜松支社支社長として
広告全般に関する営業活動をしています。入会の目的
は前任の引継ぎとなりますがせっかくの機会なので皆
様のお役になれればということと、活動を通じて自分
も成長できればと思いますので宜しくお願い致します。

『女性会員招待例会』
担当

浜北 RC

橋本佳代子様

会員維持増強委員会

野田みよ子委員長

浜北 RC

大庭良子様

司会進行 小山由稀様

浜松ハーモニーRC

事前アンケートにて

高部千奈美様

4 つの質問

① 女性からみたロータリーの現状は？
② 女性からみたロータリーのいいところは？
③ 女性からみて活性化させるために改善した方が良
い点は？
④ 男女問わず、会員増強にやった方がいいことは？
（詳細は音声データ参照）

浜松ハーモニーRC

安間みち子様

浜松中 RC

パワー浜松 RC

木村嘉代子様

原田道子さん

① 中野会長
宇佐美様、入会おめでとうございます。これから皆
と有意義なロータリーライフをお送り下さい。
第 5 グループの女性ロータリアンの皆様、小山様早
朝から例会にご出席ありがとうございます。これか
らも宜しくお願い致します。
② 会員増強維持委員会（野田さん坂井さん林さん）
本日お越しの女性会員の皆様、早朝より例会に出席
頂き有難うございます。おかげ様でとても有意義で
みのりある例会にすることができました。本日頂き
ましたたくさんのご意見を参考により良いパワー
にしてまいります。小山様も是非とも入会をご検討
ください。
③ 中野会長 村田幹事
杉浦ガバナー補佐・山田 IM 実行委員長、早朝の例
会にご訪問頂きましてありがとうございます。中野
会長所用のために例会を欠席し失礼いたしました。
コロナ禍のもと体調管理に十分にお気をつけて会
務に励まれますよう、お祈り申し上げます。
④ 小田木さん
浜松科学館のプラネタリウムで「家康公が見た星
空」を 3 月 19 日まで生解説で上映しています。
⑤ 松本さん
先日の父の葬儀に際し、皆様方から多大なる御心遣
いを受け賜わり大変ありがとうございました。
⑥ 浜松ハーモニーRC 安間みち子様
本日は例会にご招待いただきありがとうございま
した。楽しませていただきます。
⑦ 浜北 RC 橋本佳代子様
本日はお招きいただき有難うございます。楽しく皆
様と意見交換ができますことを期待しております。
⑧ 浜松中 RC 木村嘉代子様
今日はレディース会にお招きいただき有難うござ
いました。

