２０１９年８月９日（金） 晴
司 会：竹内公一 会場監督補佐
点 鐘：眞瀬 悦邦 会長
ロータリーソング「我らの生業」
「四つのテスト」唱和
マイ クアン リンさん

ゲスト
浜松市都市整備部土地政策課
課 長
山田 雅之様
同 景観広告グループ
副主幹
鈴木 路彦様
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会 長
幹 事

第１５０４回例会

一回ほどご協力して頂ければと思
います。
スマイルを調べてみると、日本
で 1 番最初に行ったのは大阪 RC
で 1936 年。目的は、嬉しいこと、
悲しいことなどをさらけ出して、
例会の場を盛り上げ、そのお金は
奉仕事業に使うということでし
た。今日はたくさんスマイルが出
ていると思います。今後ともご協
力お願いします。
幹事報告
幹事報告

パワー浜松 RC

週報 NO. ５

☆長坂伸二
米山記念奨学Ｒ財団委員長
昨年度の奨学生アン君から来た
メールを紹介します。
「入社して 4 ヵ月、大変なこと
もたくさんありますが、楽しい方
向に向けて頑張っています。皆さ
んとの思い出を豊かな財産とし、
大学で勉強したことが発揮できる
よう努力していきます。
」
10 月 20 日は米山梅吉記念館を
訪問します。三島大社も参拝し、
美味し いすき焼きも いただき ま
す。ぜひご参加ください。

小田木 基行様
堀内 義弘様
会長挨拶

元メンバーの三井義弘弁護士が
一昨日お亡くなりになりました。
ご冥福を祈り黙祷をささげたいと
思います。
―黙祷
今日は例会の前に理事会があり
ました。一昨日の戦略委員会の会
合で話し合われたことで、クラブ
基金として一定金額は手をつけな
い、それ以外については理事会に
諮り、皆さんの合意のもとに使う
ようにしましょうと決まりまし
た。その資金源の一つとして、ス
マイルを推奨していきます。強制
するものではありませんが、月に

・ガバナー月信は地区のＨＰを見
てください。
パワー浜松 RC 会長挨拶
・次週は休会です。
・8 月 23 日（金）は例会変更です。 ☆小田木 基行様
・8 月 24 日（土）夏の家族会です。
・次回理事会 9 月 13 日 18 時
委員会報告
☆中村将義 親睦活動委員長
8 月 24 日「夏の家族会」です。
1 週間前に当日案内を送ります。
当クラブでは今年度、手話を勉
強しようと、毎週手話講座をして
います。１週間経つと忘れる方も
いて、なかなか前に進みません。
皆さんに作っていただいたパワ
ー浜松ですが、18 年になりました。
当時の平均年齢は 48 歳、現在は 58
歳です。まだまだ若いロータリー

です。いろいろ挑戦をさせていた ♪中村智次さん
だいています。
戦略委員長として、本年度分のス
パワーは朝例会でラジオ体操も マイルを前払いします。
ありますので、健康にもなります。 ♪竹山英夫さん
ぜひお越しください。
スマイルします。
♪佐藤芳一さん
米山奨学金贈呈
三井義弘君のご冥福をお祈り致
マイ クアン リンくん
します。

街のイメージを印象付ける大切な
ものだと認識しています。
鈴木路彦様

寄付金贈呈

先週は期末試験で、あとレポー
ト を い く つか 提 出 して終 わ り ま
す。研究室は油断して手続きを間
違えたので、希望の所に入れませ
んでした。でも有意義に活動して
いきたいと思います。明後日から
帰国します。御土産をたくさん買
ってきます！
スマイル
♪眞瀬悦邦さん、渥美専治さん
お忙しい中、山田様、鈴木様、
パワー浜松 RC 小田木会長、堀内幹
事有難うございます。夏季休暇に
なりますが、24 日の家族会で笑顔
で会いましょう。
♪上村計介さん
山田様、鈴木様、夏休み直前に
お越し頂き有難うございます。
♪パワー浜松 RC 小田木様、堀内様
ご挨拶が大変遅れて申し訳あり
ません。本年度は合同奉仕、地区
大会色々御一緒させて頂きます。
宜しくお願い申し上げます。
♪川井啓介さん
小田木会長、堀内幹事、ようこ
そ。本日所用で欠席です。申し訳
ありません。
♪半塲幸治さん、佐々木雄二さん
浜 松 開 成館 中 学 男子バ ス ケ が
県、東海と勝ち抜き、和歌山で開
催される全国へ出場します。優勝
報告ができるよう頑張ります。
♪内山義之さん
ロータリー3 年目で初スマイル
です。今日は所用のため途中で例
会を中座します。
♪長坂伸二さん
10 月 20 日、米山梅吉記念館への
訪問、多数ご参加お願いします。

卓話「意外に
卓話「意外に知らない看板
知らない看板の話」
看板の話」
講師紹介：上村計介 副会長
浜松市役所土地政策課の山田課
長は東伊場の方です。その課の看板
屋を取り締まる景観広告グループ
長の鈴木さんは龍禅寺です。

＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊
山田 雅之様

日頃より市政にいろいろご協力
頂き有難うございます。
皆様が目にする広告物は、市や

まず自己紹介します。平成 8 年に
市役所に採用になりました。事務職
員として入ったのですが、市役所生
活の九割、技術畑を歩いてきていま
す。5 年前、今の課に配属になりま
したが、それまで屋外広告物に規制
が有ることは知りませんでした。5
年経って看板は重要だと改めて認
識している次第です。
皆さんの仕事において、ご自分の
店舗に誘導するために沿道に看板
を設置している方もいると思いま
す。看板にルールが有ることは全国
的に意外と知られていません。行政
の周知不足だと思われます。
浜松市は浜松市屋外広告物条例
というのがあります。なぜルールが
あるかというと、安全と景観のため
で、主な内容は、良好な景観の形成
若しくは風致の維持、公衆に対する
危害の防止、屋外広告業に対する規
制です。
屋外広告物には 4 つの要件があ
ります。常時または一定期間継続し
て表示されるもの、屋外で表示され
るもの、不特定多数の人に表示され
るもの、看板や建物などの工作物に
表示、設置されたものです。
浜松市は規制地域を四種類設け
ています。浜松市駅前は商業地域で
すので、規制は緩いですが、浜名湖
周辺、佐鳴湖周辺は自然環境保護や
観光の景観維持のため、多少厳しい
規制があります。
それでは、次のものは広告物でし
ょうか。お店の入り口に下がってい
る暖簾―昼間だけ出していても常
時設置されていると考えます。また
建物に取り付けられているので、材
質が布でも看板です。三ケ日ミカン
のキャラクター「みかちゃん」―文
字は書かれていませんが、だれが

見てもミカンの宣
伝だとわかるので
看板です。ラッピン
グバス―路線バス
は常時同じルート
を走るので、看板と
なります。観光バスややタクシー
は同じルートを走らないので看板
になりません。
安全について、近年、広告物に
よる事故が多発しています。看板
が落ちてくると重大な事故になり
ますから、国の市街に対する指導
は厳しくなっています。
看板は申請制で、2 年ごとに更
新が有ります。その際に点検をす
ることになっていて、点検の資格
者の要件を厳しくしています。浜
松市も昨年度末に規則の改正をし
ました。現在は周知期間で完全施
行は 2 年後です。以前は講習会を
受ければ資格がもらえていたので
すが、施工経験のある方が安全に
特化した講習を受けないといけな
くなりました。
看板により良好な景観の維持の
問題があります。観光地などで看
板が乱立しているのを見たことが
あるかと思います。また、夜の街
のにぎわいを創出するのに看板は
必要ですが、道路に乱立している
のはどうでしょうか？
有名なのは京都市の取り組みで
す。私たちのグループは正規の職
員は 4 名ですが、京都市は 100 人
体制で仕事をしていて、お金もか
けています。色や大きさ、照度の
規制もあります。浜松市は大きさ
と高さのみで、色の規制が有りま
せん。京都ではセブンイレブンや
ケンタッキーも色のトーンを落と
して周りに調和させています。最
近は民間企業でも落ち着いた色に
する傾向があります。
京都とは対照的に新宿は広告の
規制を緩めて街の特色を出そうと
しています。
浜松市では、美しい街を目指す
啓発活動の一つとして「はままつ
広告景観賞」という取り組みをし
ています。浜松の街中で良い看板
を公募し、市民投票で表彰する事
業です。
過去の受賞作品は、浜松駅前の

河合楽器の看板。楽器の街浜松の
顔として古くからあるものを新し
く作り直しました。
栄町のお米屋さんの看板は上村
さんの作品です。浜北区にあるし
ょうゆ屋さん。暖簾も表彰の対象
です。

≪出席報告≫
出席報告≫
マイ クアン リンさん
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８６．０５
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浜松市染地台のこの看板は、横
に伸ばし、色も抑え特殊なデザイ
ンでアピールしているものです。
今日は広告物の安全と景観につ
いてお話ししました。お陰さまで
看板による人身事故の報告は入っ
ていませんが、昨年の台風の後、
たくさん通報がありました。1 週
間ぐらい現場に出て、持ち主を探
したり、応急処理をしたりして大
変でした。
静岡市では三保の松原を景観の
重点地区に定め規制を強化しよう
としています。県内では川勝知事
が景観面に対して熱心で、県の指
導が強く来ている状態です。
浜松市では特に地区を定めてと
いうことはありませんが、行政か
らこうしろというのはなかなか難
しいと思っています。逆に住んで
いる方から「こういう街にしたい」
という提案を頂かないとやってい
けないと感じています。機運を高
めるために、景観賞を通して啓発
活動を今後も一生懸命していきた
いと思います。浜松市は合併をし
ているので其々の地域で特性が有
ります。地域の皆さんがこちらに
提案して戴けるように業務をして
います。ご清聴ありがとうござい
ました。

浜松南 RC
100.0%
浜松東 RC
97.5%
浜松北 RC
96.8%
浜松西 RC
90.0%
浜北伎倍 RC
89.4%
浜松 RC
86.2%
浜松中 RC
86.0%
浜北 RC
85.8%
パワー浜松 RC
83.5%
浜松ハーモニーRC 82.9%
浜名湖 RC
80.1%
第 2620 地区
87.1%

RI 第 2620 地区会員数
山梨
第 1 ｸﾞﾙｰﾌﾟ ７クラブ 316 名
第 2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ ８クラブ 204 名
第 3 ｸﾞﾙｰﾌﾟ 10 クラブ 221 名
静岡
第 1 ｸﾞﾙｰﾌﾟ ９クラブ 265 名
第 2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ 12 クラブ 430 名
第 3 ｸﾞﾙｰﾌﾟ 12 クラブ 497 名
第 4 ｸﾞﾙｰﾌﾟ 10 クラブ 395 名
第 5 ｸﾞﾙｰﾌﾟ 11 クラブ 608 名
計
79 クラブ 2936 名
（2019 年 6 月末）

