２０１９年９月６日（金） 晴
司 会：齋藤高子 副会場監督
点 鐘：眞瀬 悦邦 会長
国歌「君が代」斉唱
ロータリーソング「奉仕の理想」

会長挨拶

第１５０７回例会

ことはありませんか。環境がそう
させているのかもしれません。ロ
ータリアンとして何ができるか、
自分の従業員の教育、足元から始
めて行くことが地域に寄与してい
くのではないかと思いました。
幹事報告

まず報告ですが、4 日に京都のグ
リーン会に参加して来ました。浜
松から 10 名、京都は 21 名で合計
31 名のコンペでした。ゴルフのス
コアは別として、終わった後には
松茸のすき焼きで懇親を楽しみま
した。次回は 12 月です。ゴルフ会
でない方も観光を楽しみながら行
かれたらよいかと思います。
昨日、奉仕委員会の会合を開き
ました。今回は４RC 合同の奉仕活
動で、中 RC は駐車場の係です。些
細なことでもルームを利用して委
員会を開くことを推奨したいと思
います。
9 月のロータリーは「基本的教育
と識字率向上月間」です。調べて
みると日本の識字率は 99%で 30 位
くらいでした。生活保護を受けて
いるとか、DV で家から出られない
などの事情で、結構の数がいると
インターネットに出ていました。
基本的教育は、今の日本で考える
と、なぜこんなことが分からない
のかと思うような新入社員がいる

・配付資料 ・・ロータリーの友
地区大会案内
・ガバナー月信は各テーブル
・The Rotarian ルームにあります
・9 月 13 日（金）18 時から理事会
を行います。

週報 NO. ８

☆桒原伸夫 奉仕副委員長
来週は江之島高校の環境ポスタ
ー審査会です。生徒さん 26 名先生
3 名が来られます。
21 日は４RC 合同で遠州灘のゴ
ミ拾いとウミガメの放流を行いま
す。朝 6 時 40 分にお集まりくださ
い。中 RC は駐車場係ですので担
当の方は 6 時集合です。また、前
日には準備を 16 時から行います
ので、担当の方はお願いします。

☆川井 啓介 会員増強委員長
7 月から募集をしていましたが、
新会員 の応募はあり ませんで し
た。入会式の代わりに、他クラブ
の女性会員に、ロータリーの楽し
さなどをお話し戴きます。皆様の
委員会報告
お知り合いでロータリーを勧めた
☆長坂伸二
い方をぜひ、お誘いください。
米山記念奨学Ｒ財団委員長
今年度は新会員を多数ご紹介い
10 月 20 日の米山梅吉記念館に
ただいた方を表彰していきたいと
ぜひ、ご参加ください。
明日、柿田川の奉仕作業があり、 思います。また、推薦者は新会員
を他のクラブにメーキャップへ行
リン君と鬼頭さんが参加します。
くよう細則に書かれています。推
薦者の方、宜しくお願いします。

♪齋藤高子さん
先日、長男が結婚しました。半年
前に長女が結婚し、
親の肩の荷が少
マイ クアン リンくん
し下り、ホッとしています。
♪川合弘高さん
本日より 1 ヶ月ポリオ撲滅の募
金を行います。募金箱を用意しまし
たので、ご協力をお願いします。
♪内山義之さん
先週は都合で欠席し、失礼しまし
た。今月は全部出席の予定です。
帰国して両親も元気で安心しま ♪中村幸浩さん
夏の家族会、ゴルフ会と遠鉄バス
した。母国の発展の勢いを見て驚
きました。自分の国を知ることで、 をご利用いただき、ありがとうござ
今後の自分の予定もはっきりしま いました。ついでに来年のハワイ旅
行もまだ席に余裕がありますので、
した。皆さんにお土
お早めにご連絡ください。
産を気に入ってもら
えて良かったです。
米山奨学金贈呈

会員誕生日
鈴木 修さん
鈴木 邦介さん
桒原 伸夫さん

12 日
19 日 還暦
21 日

スマイル
♪眞瀬悦邦さん、渥美専治さん
9 月第一例会、眞瀬丸残り 10 ヶ
月になりました。沈没しないよう
にこれからも荒波を乗り越え前進
していきますので、これからもヨ
ロシク！
♪髙橋守弘さん
１ヶ月休みました。元気でした
が、より元気になりました。徳も
よく見えます。1 ヶ月は長く感じま
した。
♪佐藤芳一さん
鈴木邦介君の前途を祝して。元
気で頑張って下さい。次の人を宜
しくお願いします。
♪竹山英夫さん
9 月 4 日に京都中 RC とゴルフコ
ンペをしました。ゴルフの成績は
良くありませんでしたが、夕食の
すき焼きが美味しく楽しい 1 日で
した。次回も参加したいです。

会員卓話
進行：渥美聡一郎 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員長

＊渥美聡一郎さん
昭和 51 年生まれの 43 歳です。
浜松をずっと離れていて、33 歳の
時に戻ってきました。JC とかいろ
いろあるのでどこに入ろうか父に
相談し、中山さんの推薦で入会しま
した。佐藤会長、妻鹿幹事の時です。
楽しいクラブだと思い、あっという
間に 10 年過ぎました。
会社は鉄工所をやっていて 110
年続いています。主力は建築用の鉄
骨加工です。大型建物の骨組みを工
場で作り、ゼネコンの依頼のもと、
現場に行って組み立てる仕事です。
工場、ビルが多いです。浜松の仕事
が半分、いわゆるオリンピック重要
で関東が半分です。前職はソニーで
パソコンの企画などをしていたの
で全然違いました。浜松は製造業の
街だけあり、ロータリーに入って先
輩の話が参考になったり、地域に馴
染む上でもロータリーは良かった
と思います。
子どもが小さいので、余暇には子
どもとキャンプに行ったりして、ア
ウトドアを楽しんでいます。ゴルフ
のお誘いも戴きますが、今は家族と
の時間を優先したいと思っていま
す。
ロータリーについては、10 年経
ってようやくわかってきました。若
い方も入ってきましたが、私と同い
年の方はいないので、同級の方がい
たらもっと面白くなるかと思いま
す。一昨年は幹事、今年は地区の仕
事もしています。このロータリーの
経験を仕事に生かしていきたいと
思っています。
＊石垣清さん

新会員の方が増えたので、どんな
メンバーがいるのか、知ることため
に会員卓話を行っていきます。今年
度中に一人 1 回の登壇を目指して
います。今年度後半も予定の入って
いない例会でしようと思います。ど
んな仕事をしていて、何が趣味か、
ロータリー入会のきっかけや感想
などの 3 つぐらいのテーマでお願
いします。

浜松市中野町に生まれ、70 歳に
なります。入会して 30 年です。当
時は駅前のビルで耳鼻咽喉科を開
業していました。そこからロータリ
ーに来ていたので、遅刻もなく皆出
席でした。

ところが平成 10 年 6 月に現在の
高丘に移転しました。その際に会
員の皆さんに大変お世話になりま
した。移転先の方角は鈴木修さん
が、佐藤さんに設計を、建築は当
時いた幸田さんの榎屋建設、資金
は御室さんのおかげで浜信から、
そのほか電話、冷暖房、看板など
全部、中 RC の皆様のお力を借りま
した。
そのお陰で私のクリニックがで
きたので、私は高丘が遠いからロ
ータリーを辞めるとは言えないの
です。遅れても出てくることが務
めだと思っています。
70 歳になって、息子にクリニッ
クを継いでもらおうと思っていま
したが、息子は東京で開業してし
まいました。ですから、元気なう
ちは医院を続け、ロータリーにも
出てくるつもりです。仕事が生き
甲斐なら、ボケ防止にもなるかと
思います。
趣味は旅行で、家内も旅行が好
きなので夫婦で国内、海外に行っ
ています。海外は遠いところはペ
ルーのマチュピチュ、アフリカの
ジンバブエ、ヨーロッパなどに行
っています。マチュピチュの夜明
けとともに見えてくる神秘的な様
子、ジンバブエの自然公園の生き
生きとした動物たちや真っ赤な夕
陽などに感動しました。
5 年前に浜松 RC の長尾先生に勧
められて、油絵を描くようになり
ました。
「ぬたる会」に入って展覧
会も毎年やっています。
仕事については、耳鼻咽喉科領
域、頭頚部腫瘍についてご心配や
ご質問が有ればいつでもお答えい
たします。

チャーターの出席率は大変良いで
す。
私は 70 歳の時にほとんどの仕
事をリタイアし、暇になりました。
それで、20 年前までしていた囲碁
を 2 年前に再開しました。20 年前
は 4 段格で打っていましたが、ブ
ランクがあるので再開の時は 2 段
格にしました。そうしたら勝率が
が 9 割ですぐに 3 段になり、4 段
になり、今は 5 段格です。
昔は海外旅行に 2～3 ヶ月に 1
回、多い時は月数回行きました。
先進国は好きでありません。ソビ
エトはロシアになって間もない時
に行きました。その頃は招待され
てないとビザがおりないので、知
り合いの新聞記者に招待してもら
いました。
もっと若い時にはネパールやセ
イロンにも行きました。ネパール
はヒッピーの全盛で、ヒッピーだ
らけでした。貧乏人のヒッピーは
いないのです。当時現金ではなく、
航空券を持っていて、それを売買
して生活をしていました。ポカラ
の湖の真ん中に小さな島があり、
ホテルが建っていました。そこの
経営者もヒッピーでした。小さな
ホテルでしたが、私たちは 3 人で
行き、もう二人日本人の客がいま
した。谷口千吉という映画監督な
のですが、ご存じでしょうか？奥
さんは八千草薫です。5 人で色々
な話をしました。そこの島にはひ
もを渡してドラム缶みたいな船で
渡りました。もう、47~8 年前の話
です。

9 月 21 日（土）に行われる４
RC 合同奉仕作業の事前準備につ
いて話し合いを行いました。

浜松中ロータリークラブ
例会予定
9 月 13 日（金）第 1508 回例会
浜松江之島高校
環境ポスター審査会
9 月 20 日（金）
例会変更による休会
9 月 21 日（土）第 1509 回例会
4 クラブ合同奉仕
（ゴミ拾いとウミガメ放流）
9 月 27 日（金）第 1510 回例会
My Rotary 登録説明会
10 月 4 日（金）第 1511 回例会
静岡第 5 ｸﾞﾙｰﾌﾟ女性会員の集
10 月 11 日（金）第 1512 回例会
観月会（舘山寺 ホテル九重）
10 月 18 日（金）
例会変更による休会

＊中村智次さん
≪出席報告≫
出席報告≫
マイ クアン リンさん
会員数
５１名
出席者数
２８名
出席算定会員数
４６名
４６名
出席率
６０．０８％
６０．０８％
チャーターメンバーですが、チ
ャーターは藤野さんを除いて 6 名
います。今日も見たところ、鈴木
晴夫さん以外全員が出席ですから

奉仕委員会打ち合わせ
9 月 5 日（木）
浜松中 RC ルーム

前々回出席者数
３６名
３６名
前々回出席率
７８．２６％
７８．２６％

10 月 20 日（日）第 1513 回例会
米山梅吉記念館訪問
10 月 25 日（金）第 1514 回例会
ガバナー公式訪問
11 月 1 日（金）第 1515 回例会
会員卓話
11 月 4 日（月）第 1516 回例会
地区大会（アクトシティ浜松）

