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第１５２８回例会

アバウトな内容の表示なので、制
度として運用できるよう、具体的
ロータリーソング「手に手つないで」 なものにして行く予定です。せっ
かくロータリーで知り合った仲間
ゲスト
ですから、退会後も繋がりを持て
るようにしたいと思います。
日本大学理工学部
青木さん、神奈川からありがと
青木 優汰様
うございます。青木さんの話は浜
ビジター
松のいろいろな自治会でも応援し
ていて、行政に対してもプレゼン
RI 第 2620 地区静岡第 5 グループ
ガバナー補佐
鈴木 健一様 しているようです。浜松は道が良
IM 副実行委員長
杉浦 政紀様 いと思っていますが、システム上
に問題もあるようで、今日は話を
会長挨拶
楽しみにしています。
司 会：山本遼太郎会場監督補佐
点 鐘：眞瀬 悦邦 会長

幹事報告
☆内山義之副幹事

本日はガバナー補佐並びに IM
副実行委員長にお越し頂き、あり
がとうございます。昨日 IM の中止
が決定されました。実行委員の皆
様は事後処理でいろいろご苦労さ
れているようです。
皆さんに新会員の公示をしまし
たが、異議がありませんでしたの
で、オリエンテーションを開始し
ます。4 月に入会式を行います。
4 月 17・18 日に京都中 RC との
合同例会を予定していますが、こ
のご時世ですので、来週中にどう
するかを決めてお伝えします。
昨日、長期戦略委員会を開催し
ました。前回の理事会で話が出た
退会をした会員については、「会
友」という制度が細則にあります。

・地区大会の DVD が来ていますの
で、ご覧になりたい方はルームへ
・次年度の会員手帳の原稿を回覧
します。チェックをお願します。
・3 月 6 日、予定者会議を例会後行
います。案内を送付します。
ガバナー補佐ご挨拶
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既にご案内申し上げた通り IM
は新型コロナウイルス騒動による
危機管理対応により中止せざるを
得なくなりました。IM 準備委員会
が 1 年近く準備してきて、まさに
断腸の思いであったことをご理解
ください。
それでは安間ガバナーからのメ
ッセージをお伝えします。
まず My Rotary の登録状況で
す。現在地区全体で 59.5％の登録
率に達しております。貴クラブは
地区平 均は上回って いますが 、
100％目指し奮起願います。尚、後
半は My Rotary の活用の仕方を普
及していきたいと考えています。
次は会員拡大で、純増目標 3.5％
に向けて一層ご尽力願います。
クラブ戦略計画は次年度事業に
必ず反映させてください。
ロータリー財団地区補助金申請
を 4 月までにしてください。申請
にあたっては地区補助金セミナー
への出席が義務になっています。
米山梅吉梅吉記念館は昨年、創
立 50 年と梅吉翁生誕 150 周年を記
念し、9 月に記念祝典ができまし
た。
「米山梅吉ものがたり」の本の
購入もお願いします。
私からのお願いです。神谷パス
トガバナー補佐から始まった花の
リレーPJ へのご協力、誠にありが
とうございました。次年度も花の
リレーＰＪが引き継がれるようご
協力お願いします。本年 5 月に浜
松市で 全国花の祭典 を開催し ま
す。全国から 2000 人以上がお見え
になるとのこと。是非ご協力をお
願いたします。

☆杉浦 IM 副実行委員長

青木 優汰様

思います。実際今年の 4 月からそ
IM 副実行委員長 杉浦 政紀様
の研究する予定です。
公共交通分担率は低いのですが、
一方で遠鉄電車を見てみると、年間
の乗車人数が 1000 万人。49 年ぶ
りに超えたそうです。平成 23 年か
ら 7 年間で 100 万人利用者を増や
しました。バス停やタクシー乗り場
を整備し、送迎スペースや駐輪場を
作るなど、ありとあらゆる需要に対
本来ですとここで IM の PR だっ
1999 年 7 月 25 日、磐田で生ま 応しています。バリアフリーやホー
たのですが、危機管理の面から大 れました。4 歳で浜松へ越して来ま ムの安全設備も充実。さすが遠鉄で
勢集まる会合は控えた方がよいと した。プロレス好きの父が東京に行 す。バスは 2400 万人、7 年前に三
いうことで、急きょキャンセルに くのに僕を出しに使って新幹線に 千万人を切り、そこからどんどん減
なりました。
乗っていたこともあって、交通が好 っている状況が有ります。運転手不
「IM は研修の場である。皆で研 きになりました。その後いろいろな 足も深刻化しています。一方でバス
修する場を設けたい」というのが 関わりがあって、今の大学に入りま がなくなった地域には地域バスが
ガバナー補佐の希望で、今回のテ した。
走っています。
（実際は乗り合い型
ーマは「海洋プラスティック」
。プ
浜松の道路は 5 環状 11 放射です。 デマンドタクシー）
ラスティックを悪者にするわけで 浜松の交通問題は公共交通の分担
高校生の通学手段。僕が高校時代
はなく、海洋汚染の現実を知り、 率がワースト 1 位、政令指定都市の に調べました。62％が自転車通学、
一人一人が何をすればよいのかを 中でも特別低く、4.4％です。これ 2 割が公共交通、3 番目が複合タイ
勉強しようというものでした。
は 2007 年の値なので、今は 3%を プでした。浜松駅から学校までバス
今後どうするか、25 日に実行委 切っていると思われます。人身交通 に乗らずに自転車で来る学生がか
員会を開きます。今日はお詫びを 事故は 11 年連続ワースト 1 位。地 なりいます。でも公共交通を利用す
兼ね私の挨拶といたします。
域間の交通、街中はまだ走っている れば、事故の減少に役立つのではと
けど郊外はなくなっています。
思います。自転車通学している人に
スマイル
浜松の道路は朝の通勤時間は街 聞くと、便利だからというのが多い
♪眞瀬 悦邦さん
中も郊外も全部混んでいて、ほとん ですが、交通費の負担を理由にする
本日はガバナー補佐鈴木様、IM ど動いていません。全国でも有数レ 人もいました。学生定期は安いとは
副実行委員長杉浦様、訪問ありが ベルの渋滞です。
いえ、かなり家計にとって負担にな
とうございます。My Rotary 登録が
浜松から名古屋まで、信号機をゼ ります。
進まなくて申し訳ありません。
ロにして、高速をつかわなくても 2
LRT の導入を進めたいと僕は思
♪浜松 RC 鈴木 健一様
時間以内で行ける環境がもうすぐ っています。幹線が目立つのと鉄道
中 RC ガバナー補佐訪問で My できます。その時の整備されている の軌道が有ることでここに移動手
Rotary 登録のプレッシャーをかけ 道路（高規格道路）は、おおむね 段があることが明確になることが
に来ましたが、先手を打たれまし 60km/h 出る道路です。静岡でも清 重要です。そこから小さなコミュニ
た。でもめげずに頑張って下さい。 水立体と言う事業が行われていま ティーへバスが伸びて行くことで、
す。地平の区間はスピードがでない 使いやすい乗り物が達成できると
卓話「浜松市の交通について
卓話「浜松市の交通について」
市の交通について」
ので、高架にして 60km/h にしよう 思います。
という事業です。
以前は遠鉄バスで浜名湖を一周
☆ゲスト紹介 竹山英夫 副会長
さて一方、浜松環状道路計画とい できました。観光地と観光地を結ぶ
うものもあります。坪井町（西区） 路線を作ることが観光政策として
の交差点から赤松坂（北区）へ行く の交通と言う意味で重要だと思い
とします。朝の 7 時半、16.3km の ます。
距離で 1 時間 5 分かかります。
時速
≪出席報告≫
出席報告≫
16km です。街中でもそのくらいの
川合弘高
出席副委員長
速度なので、環状線が効果をなして
いないのです。だから、街中から車
会員数
５０名
を排除できません。一方、環状線は
彼は日大理工学部交通システム
出席者数
２９名
放射線状道路とクロスするたびに
工学科の 2 年生。将来は浜松に帰
出席算定会員数
４１名
立ち止まってしまい、流れが悪くな
って交通に携わりたいそうです。
出席率
７０．７３％
７０．７３％
っています。赤松坂の交通量は 4
浜松と遠鉄は 20 年ほど前まで全
前々回出席者数
３５名
千台だそうです。これは高架道路か
国の先進的な地域と会社でした。
前々回出席率
８５.
８５.７１％
社会的なインフラを作るべきだと
現在の問題を聞きたいと思います

