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今日は静岡第 5 グループのガバ
ナー補佐・神谷竹彦様、事務局長・
鈴木清様をお迎えしています。
神谷Ｇ補佐は去る 3 月 23 日、第
５グループ intercity meeting を主
催されました。
「誇りを持って、郷
土を愛そう」というテーマで、
「選
ばれ続ける地域とは」というスイ
ス観光大使の山田桂一郎氏の講演
会では大変興味深いお話を伺いま
した。
また昨年 11 月には天竜浜名湖鉄
道の常葉大学前駅にて、
「山吹の花
の合同植栽事業」を第５グループ
初の共同事業として主催され、今
年度できた第５グループを力強く
牽引して頂きました。今日は残り

第１４９４回例会

1 ヶ月半余りとなった最後の訪問
の日です。
今年度の浜松中 RC は皆様の御努
力にも拘らず、誠に残念なことに、
新規の入会者が今のところありま
せん。来年度には是非とも新入会
員を迎えたいと願っています。今
日は神谷ガバナー補佐から色々ア
ドバイスを頂き、これからのクラ
ブ運営を考える為の指針にしたい
と考えています。
今日の卓話は、堀永乃様をお迎
えしました。堀様はこれまでも長
く浜松国際交流協会やグローバル
人材サポート浜松で、積極的に外
国人の職業支援や教育に携わって
きました。これからの日本や浜松
は外国人のサポート無しでは成り
立ちません。今日は「2018 年度国
際交流基金地球市民賞」を受賞し
たグローバル人材浜松の活躍ぶり
などをご披露頂けるものと期待し
ています。
幹事報告

・最終例会でブルゾンを記念品と
して皆様に配付します。色は 3 色
あり、多数決で決めます。サイズ
は一度着てみて、自分に合うのを
選んで下さい。
・次週は浜松江之島高校の演奏会
です。

週報 NO. ４０
ガバナー補佐ご挨拶

☆神谷竹彦 ガバナー補佐

1 年間お世話になり、心より感謝
します。あっという間でしたが、長
くもありました。ガバナー補佐の役
目は 11RC がより活動しやすいよう
に地区との間を結ぶことです。分区
がグループへと変わり新しい仲間、
新しい発見、新しい行動の初年度と
しての全体事業を考え、天竜浜名湖
線花のリレープロジェクトを行い
ました。それは 3 月の IM や次年度
に繋がっていく活動となりました。
IM とは、ロータリーという同じ思
いを持つ仲間が胸のバッジに誇り
を持ち、互いの信頼を確認し合う場
だと思っています。
奉仕と親睦が少しでも実現でき
れば良いと、皆さんと一緒に活動で
きたことを嬉しく思います。
☆鈴木清 ガバナー補佐事務局長

IM には多数のご出席、ありがと
うございます。報告書ができてきま
したので、配付させて頂きました。

さて、今年度から 11RC による
第 5 グループが始まりましたが、
動き出してみると第 6 分区と第 7
分区の考え方も違い、異なる慣習
もあり、運営の難しさを感じまし
た。そのような中で、一つ一つ理
解を進め、次年度へ継続する事業
もかなったことはロータリーの友
情の証だと御礼申し上げます。今
後ともご協力をお願致します。
スマイル
♪鬼頭秀行さん、川合弘高さん
本日は第 5 グループガバナー補
佐神谷様、事務局長鈴木様のクラ
ブ訪問です。クラブ運営について
のご指導を宜しくお願いします。
また卓話は堀様です。ご清聴をお
願いします。

♪中村幸浩さん
本日プレス発表がありました。6
月 27 日付で遠鉄トラベルの社長
を拝命することになりました。
「思
ってもいない人事」でしたが、こ
れにより後数年当クラブに留まる
ことができます。業務が傾けばす
ぐにクビになると思いますので、
そうならないように手助けをお願
いします。

卓話「地球市民賞受賞報告」
講師紹介：鈴木修国際奉仕委員長
皆さん良くご存じの堀さんが、
苦労しながらも続けてきた活動が
地球市民賞（国際交流基金が 1985
年から国際文化交流に貢献した団
体に贈る賞）を受賞しました。会
員申込書も配付されていますの
で、ご協力お願いします。

思います。それは、人はすべて地域
の財産だと考えてきたからです。
この 4 月から入管法が改正され、
新たに「特定技能」という在留資格
が始まりました。2025 年までに 50
万人の受け入れをすると日本政府
は言っています。農業、建設、介護、
製造業などありますが、どの業種に
＊＊・＊＊・＊＊・＊＊・＊＊
もたくさんの人が入れるわけでは
☆堀 永乃様
ありません。ですから浜松に急にた
くさんの特定技能者が来るとは思
えません。しかし今いる技能研修生
が特定技能者になる可能性は十分
あります。そうなった時に彼らが日
本で生活し、家庭を持っていけば、
おそらく私たちの次の世代も生ま
れて行きます。これは目の前の仕事
ではなく、この先 50 年、100 年を
2001 年から浜松国際交流協会に
考える仕事です。
おりましたが、2012 年退職。現在
国際交流基金は高円宮妃殿下が
はグローバル人材サポート浜松・代
総裁を務めておられるのですが、授
表理事で、また文化庁の地域日本語
賞式の折には令和になる前のお忙
教育推進アドバイザーを拝命して
しい時期でお目にかかることはで
います。そのほか、大学の非常勤講
きませんでした。日本でも 3 団体
師なども務めています。
しか受賞できない貴重な賞です。
2006-2007 年ロータリーの GSE
「地球市民賞」は地球規模で社会貢
のメンバーとなり、ブラジルへ行か
献活動をし、且つその内容がとても
せて頂きました。それが一つのきっ
社会に寄与している団体に贈られ
かけで、独立して今の活動を始めま
る賞です。この賞に恥じない活動を
した。それから 8 年、色々なところ
していきたいと思います。
から注目されるようになり、国際交
私のしていることは、経済界、行
流基金の地球市民賞も受賞しまし
政、大学などの真ん中でそれをつな
た。静岡県では 2 例目だそうです。
ぎ合わせるような小さなものです
浜松国際交流協会では日本語に
が、この活動が皆さんの会社にとっ
加えて外国人を取り巻く課題を社
ても良い結果になるよう邁進した
会の皆さんと解決することを仕事
いと思います。
としていましたが、2009 年リーマ
ンショックがありました。毎日 100
≪出席報告≫
人もの外国人が相談に訪れるので
マイ
クアン リンさん
すが、自分は何もできず、もどかし
さを感じました。ロータリアンの方
会員数
５０名
には食糧を送っていただいたり、職
出席者数
２５名
場体験の場の提供をお願いしたり
出席算定会員数
４６名
して、本当に助かりました。
出席率
５４.３５％
お陰様で就労支援は何とか成果
前々回出席者
３３名
を残しましたが、当時は外国人が就
前々回出席率
７３．３３％
労するためにはどんな日本語が必
要なのか、どんな生活の行為ができ
＊この 3 色から決まります＊
ればよいのかということがわかり
ませんでした。今では浜松は外国人
にとって住みやすい街だと言われ
ています。日系人の 2 世、3 世が企
業を経営したり、大企業の製品開発
に関わったりしています。こう考え
ると私たちは外国人も活躍できる
社会を少しずつ作ってきたように

