２０１９年１１月１日（金） 晴
司 会：峰野好正 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

先日山城一哲さんのお父様がお
亡くなりになりました。ご冥福を
祈って皆さんで黙祷を捧げたいと
思います。
――黙祷
早いものでもう 11 月です。時間
が経つのが早すぎますね。
先日ガバナー訪問の時、ガバナ
ー月信の宣伝をされていました。
本日、各テーブルにありますので
ご一読ください。
今月はロータリー財団月間で
す。R 財団は 1917 年の第 8 回世界
大会から始まり、1928 年に今の財
団の形になったそうです。世界の
ために良いことをしようという非
営利団体です。我々は年 150 ドル
寄付をしています。地区では約
4500 万円の寄付になります。年次
基金と恒久基金があり、さすがア
メリカだと思うのは、3 年間寝かし
て運用資金を使うようにしている
そうです。
恒久基金は当クラブは昨年度は
0 円でした。理事会でまた話をして
いきたいと思います。
江之島高校の環境保全ポスターは

第１５１５回例会

費用の一部をこの寄付金を基にし
た地区補助金で運用しています。
グローバル補助金というのもあ
り、海外のロータリーと組んで、
地元のための事業をします。相手
が有るので大変ですが、浜北 RC
がネパールのクラブとしているそ
うです。
4 か月過ぎ、振り返ってみると出
席率があまり上がっていません。
心が動かないと体も動かないと痛
感しています。先日ある施設の研
修に参加しましたが、人の心を動
かすのは威力ではなく魅力だそう
です。ファイヤーサイドのテーマ
は「四つのテスト」ですが、それ
に加えて魅力あるロータリーにす
るための話し合いもして頂けたら
と思います。

週報 NO. １６
委員会報告

・ゴルフ会 鷹尾政夫さん
11 月 20 日にコンペを行います。
また、毎月 2 回ハマニシゴルフで
レッスン会も行います。これから
ゴルフを始めたい方、ぜひご参加
ください。

米山奨学金贈呈
マイ クアン リンさん

幹事報告

・配付資料
ロータリーの友→レターケース
ガバナー月信→テーブル
The Rotarian→ルーム
・11 月 4 日は地区大会で、9 時 20
分集合です。11 月 8 日は休会にな
ります。
・例会終了後、理事会があります。
・今年度のガバナー・ノミニー・
デジグネートは静岡 RC の淺原諒
蔵会員に決定しました。

今年度は実験しか授業がありま
せんが、月と金なので、今日もあ
わてて来ました。就職活動もして
いて、日本には外国人を採用する
企業も多いので頑張りたいと思い
ます。
会員誕生日
石橋
田邉
竹内
中山
マイ

伸太郎さん
芳彦さん
公一さん
和彦さん
クアン リンさん

14 日
15 日
20 日
24 日
26 日

☆杉浦 秀明さん

☆大庭一介さん

久しぶりに会場に入りました。次
はいつかわかりません。宜しくお願
いします。
☆石橋伸太郎さん

今月初めに、会社を辞めたので、
ロータリーもそろそろだと思い、会
長とその話をしようと考えていて
いました。
☆志賀口裕輔さん

入会は娘が生まれた歳でしたか
ら 30 年近く前になります。当時平
均年齢は 46 ぐらいでした。
この 5 ヶ月変わったことがあり
ました。ある方から毛の生える薬を
紹介されて飲んだところ、本当に生
えてきました。高めですが国産のも
のが良いです。黒い毛が生えます。
若い人はやめた方がいいそうです。
久しぶりに出てきましたが、こう
世代が元気でいるので嬉しいです。
これからはポツポツ出るようにし
ます。
☆鈴木修さん

焼鳥屋をやっていますが、本業は
社会福祉法人和光会の事務局長で
す。昭和 27 年に創業し、保育事業、
知的障害児施設、児童養護施設、特
別養護老人ホームなどを運営して
います。時代や環境の変化に対応し
ながら、2000 年からはデイサービ
ス、ショートステイなども行ってい
ます。
創業者の理念は「全ての利用者に
よりよい環境と最善の利益を」で
す。今年度は東京にも保育所を設立
し、月に何回かは出向いています。
☆鷹尾政夫さん

頭に刺激を与えるとよいと思い、
毎日軽く叩いています。
入会当初はうるさいことを言う
先輩が多かったですが、今は優しい
ので新会員もやりやすいのではな
いかと思います。昔は先輩からロー
タリー精神をびっしり叩き込まれ
ました。これからも一生けん命、八
百屋とロータリー人生を全うした
いと思います。

入会して 6 年になります。妻鹿
さんのご紹介です。私は 35 歳の時
にハマニシゴルフで練習をしてい
ましたが、そのころから妻鹿さんも
いました。でも 55 歳まで話をしま
せんでした。コンペに誘われ、その
うちロータリーにも紹介されまし
た。仕事もほとんどゴルフ関係で
す。ゴルフ以外では釣りも少しして
佐藤さんに教えてもらいました。仕
事はリフォームがメインです。

スマイル
♪眞瀬悦邦さん、渥美専治さん
出ました。今年のベストスコア
38・37＝75 回。もちろん渥美では
なく眞瀬のスコアです。11 月 20
日ゴルフコンペ楽しみにしており
ます。
♪桒原伸夫さん
先日の邦介さんの送別ゴルフで
田邉さんがニアピンをとり、全額
スマイルする！ということで預か
りましたので、田邉さんに代わり
報告します。私自身は志賀口さん
といい勝負ができとても楽しく回
ることができました。志賀口さん
と握って頂いた分を全額スマイル
します。参加された皆様、ありが
とうございました。
♪内山義之さん
先日左肩が痛くなって病院に行
ったところ、首から来る神経痛だ
とわかりました。体も懐具合いも
どんどん回らなくなりそうです。
♪山城一哲さん
この度の父の葬儀に際しては丁
重なるご厚志を賜り厚く御礼申し
上げます。お陰さまで無事葬儀を
終えることができました。皆様に
深く感謝申し上げます。

会員卓話
進行：渥美聡一郎 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員長

☆山口貴司さん

☆川合弘高さん
≪出席報告≫
出席報告≫
マイ クアン リンさん
会員数
５０名
出席者数
３３名
３３名
出席算定会員数
４５名
出席率
７３．３３％
７３．３３％

出席免除会員でしばらく休んで
いました。その間にいろいろ体験し
ました。本業は医者ですが、病人に
なりっぱなしで苦労しました。です
から、今病人の心理が良くわかりま
す。良い医者になっていると思いま
すので、ぜひ来てください。
本来は心臓外科ですが、今はなん
でも診ています。手に負えないと専
門医に送っています。主に外国人を
診ていますので、土曜、日曜も診療
しています。苦労するのは言葉です
ので、通訳が 5 人います。日本人
よりブラジル人の中で評判がよく、
遠くからも患者さんが来ます。仕事
一筋で余生を送ろうと思っていま
す。
ロータリーも一回来なくなると
億劫になりますが、先週来てみてま
た来ようと思っています。
☆中村将義さん

昔から趣味で自転車をやってい
ます。先日も天竜サイクルツーリズ
ムに参加し、75.4 キロを 4 時間で
走ってきました。歳をとって膝や足
が痛くなってくると、ジョギングよ
り自転車の方が負担が少なく健康
に良いです。私の知っている方は
67 歳から始めました。年に３回か
浜名湖 1 周をしています。
皆さんもぜひご参加ください。
15～20 キロを 6~7 時間ぐらいで走
りますから無理がないです。
定年になったら、お遍路さんのコ
ースをたどろうと思っていますの
で、どなたかご一緒しませんか。
☆金原賢さん

今日もゴルフ会から、11 月のコ
ンペの話がありましたが、先日は志
賀口さんや桒原さんと同じ組で回
りました。いつも眞瀬さん、目が産
今日は半期に 1 回の会社の全体
などと上手い人と周るので楽しい
会議があり、遅刻して来ました。浜
ですが、志賀口さんと一緒で楽しか
松、磐田、静岡、沼津に営業所が有
ったです。
ります。水道業を営み、県内をほぼ
何年か前、ゴルフをしている時に
網羅しています。
脳梗塞で倒れました。3 日くらい連
ロータリーに入るきっかけは竹
絡がつかない状態でした。体は何と
山さんです。遠州鉄道にお世話にな
もないのですが、しゃべることがで
りました。ある日突然声がかかり、
きず、今も直球で話すことができな
ネッツトヨタの本社に来てほしい
いです。
と言われ、行ったらその場で申込書
しゃべる商売をしてきたので、し
をもらい、すぐ記入しました。仕事
ゃべることは苦ではなかったので
も皆さんに頂きながらできる喜び
すが、皆さんの様子を見ながら話を
を毎日かみしめています。
するようになってしまいました。佐
事業は農業、レストラン、喫茶店
藤さんなどにはカラオケに行った
などをしております。夏の家族会で
方が良いと言われます。当時を思え
はお世話になりました。
ば少しはしゃべれるようになりま
12 月のクリスマス家族会はぜひ
したが、ゴルフと一緒で精一杯やり
ご参加ください。
ますので応援してください。

前々回出席者数
４５名
４５名
前々回出席率
７５．００％

10 月 25 日 ガバナー公式訪問

会長幹事会
会場：グランドホテル浜松
エクゼクティブ

11 月は「R 財団月間」です。
≪寄付分類≫
☆年次基金
地区や海外で実施されるロー
タリー財団の活動の主な資金
源
☆恒久基金
寄付は投資され、収益の一定
の割合がロータリー財団の活
動に使用
☆ポリオプラス基金
ポリオ根絶のための活動資金
☆その他
冠名指定寄付など

