２０１９年１０月４日（金） 晴
司 会：竹内公一 会場監督補佐
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」

ゲスト
第 5 グループ女性会員
浜北 RC
橋本佳代子様
石津陽子様
松下ひとみ様
大庭良子様
富樫早苗様
浜名湖 RC
近藤貴子様

浜松ハーモニーRC
パワー浜松 RC
原田道子様
加藤ひとみ様
野田みよ子様

第１５１１回例会

規定審議会で性別の撤廃がなされ
女性の入会が認められました。
日本は少し遅れていて、女性の
会員率は５％程度だそうです。
（世
界では 19%）
。女性が多く、今日は
華やかな例会になりました。
幹事報告

会長挨拶

お祝い
≪会員誕生日≫
伊藤真さん
曽根原今朝敏さん
≪金婚式≫
上村計介さん

17 日
29 日
10 日

スマイル

影山香織様
五十嵐晴巳様
村木則予様
奥山惠理子様

週報 NO. １２

・配付・・ロータリーの友
会費請求書
・The Rotarian ルームにあります
・My Rotary の登録者は 22 名にな
りました。ご協力ありがとうござ
います。
・第 4 回理事会はホテル九重で 18
時から行います。
米山奨学金贈呈
☆マイ クアン リンさん

今日は女性会員の集いですが、
企画した川井さんがお休みなの
で、どういう内容なのか聞いてい
ません。その意味でとても楽しみ
にしています。
女性会員とロータリーについて
調べてみました。ロータリーは
1905 年始まり、半世紀経った 1964
年、規定審議会に性別の撤廃が提
今週から新学期が始まりまし
案されました。その時は否決され
た。今学期の僕の課題は就職活動
ましたが、その後 1983 年～86 年、
米国で訴訟が起き、89 年に初めて をすることです。頑張ります！

♪眞瀬悦邦さん、渥美専治さん
植山さん、入会おめでとうござ
います。これからの活躍を期待し
ています。
先週の土曜日、渥美さんと二人
でラグビーワールドカップの試合
を見に行きました。献身的なプレ
ーに感動しました。バンザイ！
♪川井啓介さん
各クラブの女性会員の皆様、ご
参加、誠にありがとうございます。
皆様の素晴らしい「お色気」と「情
熱」で中 RC の会員増強に良い刺
激をお与えください。
（企画した委
員長が欠席でごめんなさい。
）
♪浜北 RC 橋本佳代子様
本日は 5 名で参加させていただ
いています。とても楽しみにして
参りました。どうぞよろしくお願
いします。
♪パワー浜松 RC 6 名の皆様
今日はお招きありがとうござい
ます。今日は 6 名が参加ですが、
さらに 4 名若手の女性がいます。
パワーでもレディース会を作りた
いと思います。
♪木村嘉代子さん
今日は念願のレディース会を開
催できました。浜北、浜名湖、ハ
ーモニー、パワー各クラブの皆様
お忙しい中ありがとうございまし

た。そして友人の鈴木ひとみさん、
長谷川由香さん、松井彰子さん、
ようこそおいでくださいました、
どうぞ楽しんでください。
♪竹山英夫さん
植山さん、入会おめでとう。一
緒にゴルフを練習しましょう。
♪内山義之さん
眞瀬会長に充電式の草刈り機を
お借りしました。エンジン式のも
のと比べてとても力強く、切れ味
も素晴らしいうえにスタミナも抜
群で持ち主の眞瀬会長とまったく
同じでした。ありがとうございま
した!!
♪佐藤芳一さん
浜名湖本当にヤバイですよ。生
態系が狂っています。ハゼが全然
釣れません。私は浜名湖ハゼ釣り
大会で三連覇していますが、２時
間で 20 匹釣れません。そのほかの
魚も同じです。食糧危機早くなる
かもね。
♪田邉芳彦さん
4 泊 5 日でななつ星九州の旅を
し、阿蘇、湯布院を周ってきまし
た。朝、昼、晩と飲めますので楽
しいと思います。私たちは 5 日め
に離団して来ました。

≪歓迎挨拶≫ 眞瀬悦邦会長
レディース会
植山さん入会おめでとうござい
ます。皆さんとたくさん話をして、 進行：木村嘉代子 会員増強副委員長
会に慣れて戴きたいと思います。
入会が決まったのが 9 月でした
ので、仕事の調整ができず最初のう
ちは欠席が多くなるとのことで
す。
、ご了承ください。
≪選考過程≫
佐藤芳一 会員選考委員長

邦介さんが定年で退会するのに
伴い、ご紹介頂きました。皆さんも
異存がないと思います。
≪バッジ、四つのテスト贈呈≫

平成 29 年の IM で「女性が輝くロ
ータリー」というテーマで行われ、
その後女性会員同士の友好ができ
ました。浜名湖 RC、浜北 RC のレデ
ィース会に参加させていただき、中
RC でもそのような会をしたいと思
っていました。これからロータリー
の良さを語っていただきます。
今日はロータリークラブを知っ
て入会していただくために鈴木ひ
とみさん、長谷川由香さん、松井彰
子さん 3 名の方にもご参加いただ
きました。
＊＊・＊＊ ＊＊・＊＊
☆浜松ハーモニーRC
☆浜松ハーモニーRC 影山香織様

≪新会員挨拶≫ 植山和人さん

入会式
司会：大庭一介 会員増強委員

平成 25 年に入会しました。現会
員の方にご紹介いただいたのです
が、当時娘は 1 歳かそこらでした
ので、
「例会に出るのは難しいです」
とお話ししました。その方は「出れ
る時に出ればいいよ。たくさんの人
静岡トヨタ法人営業部の植山です。 に会うことがこれからの仕事に生
自宅は掛川で、50 歳です。ゴルフ きると思うよ」と言われましたので
は初めて５～６年程度ですが、練習 入会を決めました。
したいと思います。宜しくお願いし
2 年前の IM で皆さんとお会いし
ます。
て、クラブを超えたお付き合いがで
≪お祝いの言葉≫竹山英夫副会長
きるようになり良かったと思って
植山さんおめでとうございます。 います。
静岡トヨタが昨年遠鉄グループに
夜の例会ですが、家族の協力を得
入りましたので、皆とゴルフをした ながら楽しく参加させて頂いてい
り、遊びの付き合いも大切にしてく ます。運動をしない部活動をしてい
ださい。
る感じです。年齢もさまざまです
≪委員会配属≫
が、和気あいあいと皆さんにいろい
鈴木邦介さんの後継ということ ろ相談したり、個人ではできない奉
で、国際奉仕副委員長と、出席委員 仕活動に参加できたり、これがロー
を兼任でお願いします。
タリーの良いところだと思います。

先日娘のボタンつけをするため
に裁縫箱を開けたら、古いロータ
リーバッジが出てきました。昔ア
メリカでホームステイをした時、
ホストファミリーが記念にくれた
ものでした。私もホストファミリ
ーのダディみたいなロータリアン
になったのだと思ってジーンとし
ました。これはぜひお話ししたい
と思い、お話しさせていただきま
した。
☆浜名湖 RC 近藤貴子様

入会 5 年目になります。ロータ
リーに入って良かったと思うの
は、まず女性同士のつながりです。
法人会の女性部会に入っています
が、そこにはロータリーの会員の
方もいて、ロータリーファミリー
というのでしょうか、心強く感じ
ます。
私も高校生の娘がいて、数年前
にハワイでホームステイをしまし
た。その時のホストマザーがハワ
イで初めて女性会員になった方で
した。挨拶かたがた迎えに行った
時には、ロータリアンということ
でメーキャップに連れて行っても
らったりしました。
私の仕事はリラクゼーションサ
ロンの運営、音楽教室、などです。
私の叔父が浜名湖 RC の会員で、ロ
ータリーの仲間と私のピアノ教室
に来てくれていて、その方たちに
勧められ、何となく浜名湖 RC に入
りました。色々な会員の方とお話
させて頂くと皆さん地域貢献をさ
れていて、とても新鮮に感じまし
た。それで、元々の自分の経験を

活かし、ご当地アイドルをやって
みることにしました。
作詞作曲、営業全て自分でして
います。会員の方がポスターやパ
ンフレットをご自分の会社に張っ
て下さったりしたので、一見怪し
げなイベントも、市民の方に安心
して受けいれてもらえたと思いま
す。そして、アイドル名鑑の一位
を取ってジャパンエキスポに出演
したり、湖西のふるさと大使をし
たり、各企業の夏祭りなどにも参
加するなど活動しています。
ロータリーに入会したことで新
しいことに挑戦する意欲ができた
こと、ロータリーの地域の信用で
スムーズに始めることができた、
出演の機会を頂けていること、こ
の 3 点がロータリーに入って良か
ったと思うことです。
☆浜北 RC 橋本佳代子様

浜北は 2 年前、
「女性が輝くロー
タリー」というテーマで IM を開
催しました。私もパネリストにな
り、良い勉強をさせていただきま
した。その後、浜北は女性会員を
もっとたくさん入れようというこ
とで活動してきました。現在、浜
北は 8 名の女性がいます。
私は入会 12 年になりますが、ど
うして入ったのかよくわかりませ
ん。入会当初はここは私の場所で
ないと思っていました。辞めなか
ったのは、私の職業では聞く機会
のない卓話を聞いたり、会えない
ような方にお会いできるところに
魅力を感じたのだと思います。企
業人としてやっていく時に男性の

考 え 方 を 教え て 頂 くこと も 多 い
し、反対に女性のことを知って戴
くこともできるのが良いことだと
思っています。大庭さんは入会し
て す ぐ 赤 ちゃ ん が できた の で す
が、生後 2 カ月からずっと例会に
出てきています。私は来年度会長
を務めますが、女性が輝きロータ
リーに参加できるようにしていき
たいと思います。理事役員にも女
性を増やし、男性に育てて頂きた
いと計画を練っています。ロータ
リーは私を成長させてくれる団体
だと感謝しています。
☆パワー浜松 RC 原田道子様
パワーは最初から女性会員がい
たので、女性がいないクラブの方
が不思議です。パワーは朝なので、
お子さんがいて夜は難しいという
方もいます。夫婦の会員がいたり、
クラブ内で結婚したり、珍しいク
ラブだと思います。
≪御礼の挨拶≫ 竹山英夫副会長

皆 さ ん に元 気 を いただ き ま し
た。女性の活躍が目覚ましい世の
中になってきました。考え方が男
と女は違いますので、男は具体的
なことを考えないけど、女性は細
かいところに目がいく。けれど今
の世の中は両方を求めていますの
で、女性の時代が来たと痛感して
います。

≪出席報告≫
出席報告≫
マイ クアン リンさん
会員数
５０名
２８名
出席者数
出席算定会員数
４３名
出席率
６５．１２％
６５．１２％
前々回出席者数
３４名
前々回出席率
７７．２７％

