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マイクロバスをチャーターして日
帰りで行く予定です。ぜひご参加
ください。

ロータリーソング「奉仕の理想」

ゲスト
㈱ドルフィンキッズプロダクション

代表取締役社長 秋元健一様
和光寮寮長
徳田義盛様
会長挨拶

・配付資料 ロータリーの友
・ガバナー月信 各テーブル
The Rotarian ルームに
・次週第 2 回理事会を 18 時より行
います。

会員誕生日祝い
長坂 伸二さん
8 月 21 日
渥美 聡一郎さん 8 月 23 日

委員会報告

早いもので 7 月が過ぎました。
今日は嬉しいことに新しいメンバ
ーが 3 人加わります。
クラブの誰が何をしているか、
皆さんにもっとよく伝わるよう
に、例会案内に行事予定を加える
ことにしました。食事の数も無駄
をなくして、奉仕活動に使ってい
ければと思います。
先週の土曜日、長坂さんと地区
のＲ財団セミナーに参加しまし
た。行く前は大した話ではないだ
ろうと思っていましたが、ロータ
リーとして考えた時、このような
機会は必要だと思い直しました。
My Rotary や Rotary から来るメ
ールには新会員に対するフォロー
の仕方や、新会員の心構えなどが
載っています。My Rotary を上手
に活用していきたいと思います。

☆渥美聡一郎 プログラム委員長
今年度、眞瀬会長の意向もあり、
上期に 4 回会員卓話を行います。1
人 5 分くらいです。名簿を回覧す
るので、卓話の希望日に○を付け
てください。後日調整してお知ら
せします。
寄付金贈呈
8 月 30 日には外部例会としてマ
インシュロスで例会を行います。 ＊和光寮へ中 RC より 20 万円寄贈
回覧の名簿に出欠を記入してくだ
さい。

今日は貴重なお力添えを頂きま
した。和光寮の子どもたちは、い
ろいろな事情で家庭から離れて暮
らしています。卒業後はなかなか
☆鷹尾政夫 ゴルフ会幹事
9 月 4 日（水）に京都中 RC のゴ 厳しい生活になるのが実情です。
ルフコンペがあります。昨年同様、 末永いご支援をお願いします。

スマイル

入会式

進行：川井啓介 会員増強委員長
≪歓迎の言葉≫眞瀬会長
私が入会した時に「四つのテス
ト」がとても良いと思いました。新
会員の方にはぜひ、覚えていただき
たいと思います。また、例会に来た
ら知らない２人と話すようにした
ら、メンバーも早く覚えるのではな
いかと思います。
≪バッチ、四つのテスト贈呈≫
≪所属委員会発表≫
出席と奉仕委員会に入って戴き
ます。
≪紹介者＆新会員挨拶≫
紹介者：鈴木修さん
♪川井啓介さん
親友の髙橋宣光君の娘さんです。
髙橋さん、江崎さん、伊藤さん、
この度は中 RC へのご入会おめでと 髙橋君同様かわいがってください。
うございます。ロータリーを共に 新会員：髙橋聖子さん
父の代わりになるかどうかわか
エンジョイしましょう。
りませんが、私もいろいろ学び経験
して、楽しんでいきたいと思いま
す。広告代理店を始めて今年で 15
周年になります。
♪眞瀬悦邦さん、渥美専治さん
伊藤さん、江崎さん、髙橋さん、
入会おめでとうございます。皆と
仲良く中 RC を盛り上げて行きまし
ょう。メンバーの皆さん、宜しく
お願いします。

♪鬼頭秀行さん
昨年度皆様のご協力によりでき
ましたクラブの繰越金の一部を和
光寮に寄贈させて頂きます。

♪佐々木雄二さん
昔夏の家族会で帰りのバスに忘
れられそうになった息子も中学 3
年生。バスケットボールをしてい
て、中体連の県大会で優勝しまし
た。来週は東海大会に出場します。

趣味の楽しい人です。
新会員：江崎貴章さん
諸先輩方の考え方を学んでいろ
いろ経験したいと思います。宜しく
お願いします。

寄付金贈呈

≪お祝いの言葉≫竹山副会長
今の世の中は個人の利害で動い
ている感じがしますが、このロータ
リーは「四つのテスト」に見られる
ように相手を思いやる精神です。こ
こで学んだものを皆に伝えていた
だきたいと思います。

卓話「浜松の潜在的魅力で
『浜松を世界の目的地に』
」
紹介者：桑原伸夫さん（代読）
開業以来 10 年のお付き合いで
す。今後色々な活動に積極的に参加
していただけると思います。皆さん
と一緒に中 RC を盛り上げて行きま
しょう。
新会員：伊藤真さん、奥様
浜北区で土地家屋調査士をして
います。皆さんと時間をかけて仲良
くしていきたいと思います。

講師紹介：渥美聡一郎
プログラム委員長
じねんグループの代表取締役社
長をなさっていて、浜松北 RC のし
んきん経済研究所の俵山様からの
ご紹介です。我々以上に浜松のこと
を考えて活動していて、昨年クリス
マスの戦国武将隊でご協力を頂い
ています。
＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊

紹介者：志賀口裕輔さん
彼の上司と付き合いがあり、彼と
は去年卓話をお願してから親しく
なりました。仕事が熱心で、釣りが

日頃はじねんグループ、浜松産の
食材で飲食店をしています。
今私たちが直面している問題を
皆様にお伝えしたいと思います。

私は 1979 年、中学を出てすぐグ
ランドホテル浜松に入社し、飲食
の全てをここで学びました。以来
40 年、飲食に携わってきました。
そして、去年から日本航空のフ
ァーストクラスの食事の監修をし
ています。去年の 10 月 1 ヵ月で 1
万食を用意し、喜んで戴きました。
2015 年から始まった JAL の新ジャ
パンプロジェクトは、全国 47 都道
府県の地域の物産を飛行機で召し
上がって戴こうというものです。
今回静岡県で初めて浜松を取り上
げていただきました。今まで、必
ずあったクレームが、浜松は一つ
もなかったそうです。
その翌月、平成天皇、皇后が浜
松にお見えになり、最後のお食事
を浜松産の食材でご用意しまし
た。その時も「浜松の食材は本当
においしかった、これを誇りに思
ってください」とおっしゃってく
ださいました。そんな風に評価さ
れている浜松産の食材です。
私は東京生まれ、東京育ちです
が、母の実家がこちらで、子ども
の頃よく遊びに来ていました。浜
松は美味しい物がたくさんある夢
の国という印象でした。ですから、
中学卒業後、人の温かさ、料理の
おいしさ、自然の豊かさに惚れて
東京を捨てて来てしまいました。
しかし、その後地元の店がどん
どん潰れていきました。このまま
では浜松が消えてしまうという危
機感にかられ、なんとかできない
かと模索しているところにこれを
みつけました。観光です。
訪日観光客数もこの 10 年で大
きく伸びました。浜松の宿泊数も
ただ宿泊するだけの人も含めます
が、この 5 年で 3 倍近くに伸びま
した。そして、来年は 4000 万人、
10 年後には 6000 万人になろうと
しています。これらを活かして稼
げないかと思いました。世界の人
たちを呼ぶためには、浜松が訪日
観光客の目的地に―ただの泊る所
ではなく、楽しみに来る所、そし
てお金を使いたくなる所になるこ
とが必要です。
2011 年「出世大名家康くん」の
誕生の時、
「家康楽市」というイベ
ントを 10 年間やろう、そこで家康
という潜在的魅力を可視化して、

徳川を大きく天下人にまでした浜
松の食材のエネルギーを具現化し
ようとしました。 家康は 17 年間
浜松にいましたが、以前は今川や
織田の言いなりだったのに、浜名
湖のタンパク源によって、身も心
も大きくなり、対抗するようにな
ったのです。
「家康」というキーワードで、
浜松のものだけ扱い、徳川家康や
戦国時代のコスチュームで、芸能
人にも盛り上げてもらう。開催当
日はいっぱいのお客様です。駐車
場でやっているので、駐車場は使
えません。でも皆さん、歩いて来
て下さいます。最初は六千人足ら
ずでしたが、今年は二日間で八万
人が来場しました。何かをして楽
しませようという気持ちがあれば
人は集まります。
私は NPO 法人も作っていて、
家康くん、直虎ちゃんをお預かり
し、地域の小学校や幼稚園に出向
き、郷土愛を深める活動をしてい
ます。子どもたちと触れていると、
自分は生きている時に何かしなく
てはという気持ちになります。
2012 年からゆるキャラグラン
プリに出場しています。最初は 7
位、翌年は康友市長や企業の皆様
にご協力頂いたのですが 2 位に終
わりました。その次は不参加でし
たが、2015 年、浜松で開催するの
で出てほしいと言われて引き受け
ることにしました。勝つためには
どうしたらよいか悩み、子どもた
ちに参加してもらうことを考えつ
きました。教育長の協力もあって、
67000 人の子ども応援団ができま
した。そしてその年、ついに 1 等
を取りました。2 年間で 60 億円の
経済効果もありました。あきらめ
ないで続ければ、奇跡が起こるの
です。
先ほどの JAL ですが、発行部数
月 340 万部いう機内誌に、浜松市
をテーマに異例の 21 ページの記
事を掲載してくれました。そして
空港のない街浜松と異例の観光協
定を結んでくれました。徳川宗家
や磯田先生も文化財顧問になって
くれました。協定の目的は多彩な
地域資源を活用した観光産業の主
要産業化、観光交流人口及び観光
消費額の増大です。浜松パワー

フードのブランディングも入って
います。
家康を育て、ヤマハやスズキな
どを産んだ浜松の食べ物、健康寿
命日本一という魅力的な食、これ
で世界から人を呼ぶのだ、という
ことで浜松パワーフード学会を作
っています。勉強会や厳しい入会
基準を作り、1 品 1 品科学的分析を
しています。浜松は保存食がない
街です。旬の食材をいつでも食べ
られるということです。それをパ
ワーフードとしてブランド化し、
観光化します。浜松は自然、健康、
歴史、音楽、スポーツ何でもでき
ます。浜松のポテンシャルを世界
を知る JAL が知っているのです。
浜松はすごいところなのです。
これを世界の人たちに伝えるため
に全力を尽くしたいと思います。
ご協力をお願い致します。
≪出席報告≫
出席報告≫
佐々木雄二 出席委員
会員数
５１名
５１名
出席者数
３６名
３６名
出席算定会員数
４７名
４７名
出席率
７６．５９％
％
７６．５９
前々回出席者数
３７名
３７名
前々回出席率
８２．２２％
８２．２２％
＊＊新会員歓迎会＊＊
例会終了後 カラオケルーム

地区会員増強セミナー
8 月 4 日 グランドホテル浜松

司会の渥美聡一郎さん（右端）

