２０２１年１１月１９日（金） 晴
司 会：大久保淳一 会場監督補佐
点 鐘：妻鹿 政光 会長
国歌「君が代」
ロータリーソング「奉仕の理想」

第１５７０回例会

≪各種 表彰≫
＊R 財団 ポールハリスフェロー
志賀口 裕輔さん

週報 NO. ９
幹事報告

ゲスト
浜松磐田信用金庫 SDGs 推進部
地域貢献課
課長 米澤 浩祐様
天竜浜名湖鉄道地域連携センター
センター長 伊藤 文俊様
会長挨拶

＊ 同 マルチプルフェロー
川井 啓介さん
長坂 伸二さん

・配布資料 ロータリーの友
ガバナー月信
・回覧 国際大会案内
R 研究会記念講演会案内
・次週は祝日週で休みです。
・次回例会は年次総会です。
ゲストご挨拶

いよいよ 11 月も後半になりまし
＊米山寄付 米山功労者
た。先日のファイヤーサイドでは
渥美 聡一郎さん
皆さん、いろいろなご意見を出し
齋藤 高子さん
て頂き、ありがとうございました。
さて、先日所用で大阪へ行って
きました。途中、スマホを忘れてき
そうになったというハプニングも
ありましたが、特に印象に残った
のはこちらです。
大阪城の堀の中、本丸広場にあ
る建物の屋上で BBQ をしました。
天守閣と大阪の夜景が間近に見え ≪米山奨学金 授与≫
る最高のシチュエーションでお酒
陳 吉天さん
を楽しむことができます。とても
素晴らしいのでぜひ皆さんにもお
勧めです。
物忘れについては、慌てずにゆ
っくりやることが大事だと思いま
した。

＊米澤様
2018 年から始めた花のリレー
プロジェクトも 18 か所の植栽地
に花が咲き始めています。二俣本
町駅のアジサイも順調に育ってい
ます。来年 3 月には補植作業もご
協力 いただ ける とのことで す の
で、よろしくお願いいたします。
今年も版画のカレンダーを作り
ましたので、お持ち帰りください。
＊伊藤様
アダプト会員も 120 になりまし
た。東京オリンピックの時は西気
賀か ら気賀 まで 聖火が乗り ま し
た。2023 年には花の町づくりの全
国大会を浜松で開催予定です。

委員会報告
☆内山 義之 前年度幹事
昨年度の事業報告書が出来上が
りましたので回覧します。

☆木村 嘉代子 出席委員長
12 月 10 日は 100％出席例会で
す。当日は全員の方にひとことス
ピーチをしていただきます。テー
マは「コロナ禍で変わったこと」な
どです。

会員誕生日
・露木
・石橋
・田邉
・竹内
・中山

利行さん
慎太郎さん
芳彦さん
公一さん
和彦さん

お酒を♪長坂伸二さん
一身上の都合で 11 月 30 日をも
って退会します。入会依頼皆様には
大変よくしていただき、心よりお礼
申し上げます。これからも別の機会
でお会いすることもあると思いま
すが、今まで同様よろしくお願いい
たします。
皆様の益々のご発展とご活躍を
お祈り申し上げます。
♪鷹尾政夫さん
11 月 11 日中 RC ゴルフｙの大会
結果報告です。優勝 成田さん、2 位
渥美専治さん、3 位 私鷹尾でした。
大変楽しいゴルフでした。

11 月 9 日（火） B 班
議長：桒原伸夫さん 出席 6 名
発表：志賀口祐輔さん
・ワクチン接種が進んでいるし、感
染対策もあるので例会を開催でき
るのでは
・家にこもっていると例会を忘れ
てしまう
・月に 1 回くらいはお酒を出して
もよいのではないか
・毎回グランドでなくてもよい
・他クラブとの合同例会もよい
・オンライン例会も
・例会時間は 60 分でなく、短くて
もよい
♪齋藤高子さん
・食事なしでコーヒーだけ飲んで
11 月 3 日浜名湖 CC で 11RC ゴル 帰るのでもよい。どんな時でも集ま
フコンペが行われ、女子の部で優勝 る努力をしたい
しました。次回は多くの方で参加 ・コロナ禍の事業としてお弁当を
し、クラブ優勝を目指しましょう。 医療従事者に届ける活動はどうか

9日
14 日
15 日
20 日
24 日

ファイヤーサイド発表
進行：齋藤高子 幹事

スマイル
♪妻鹿政光さん、齋藤高子さん
先週は前期ファイヤーサイドで
活発な意見交換ありがとうござい
ました。皆様のご意見を今後のク
ラブ運営に活かしていきます。

11 月 9 日（火）A 班
議長：山城一哲さん 出席者 7 名
発表：原英登さん
・開催するなら開放的な場所で貸
し切りが望ましい
・会場を広く使い、いろいろなコー
ナーを作る
・どちらにしても記念品は作りた
い
・お酒を飲むスペース、飲まないス
ペースを分ける
・家族を呼ぶかについては家族に
アンケートを取る
・コロナでお酒を飲む機会がほと
んどないので、今回はとても楽しい
時を過ごすことができた

11 月 9 日（火） C 班
議長：鷹尾政夫さん 出席 5 名
発表：曽根原今朝敏さん
・コロナに縛られずに活動する
第 6 波が来たらその時に考える
・最小限度やれることをやる
・奉仕は自分の会社が儲からない
となかなかできない
・大きい奉仕ではなく小さなこと
から始める
・個人個人特技があるので、それを
活かしたことをする
・合同例会をして会員卓話にすれ
ば新しい話が聞ける
・グランド以外でも例会をする
・叙勲者もたくさんいるクラブは
ほかにない
・例会に来て多くの会員が笑顔に
なって帰ることを心掛ける

ｓ

11 月 10 日（水） A 班
議長：佐藤芳一さん 出席５名
発表：金子芳保さん
・ロータリーはお酒を飲む場
・かたるべ例会をやりたい
・コロナが下火のうちにアルコー
ルのある例会をしたい

・ロータリーの仲間でしかできな
い活動、楽しみ方
・Zoom 例会は最初は良いがつま
らなくなってくるのでは。やはり
会員同士顔を見るのが良い
・例会は異業種交流の場でもある
ので、コミュニケーションができ
るイベントがよい
・発言しやすい環境を作り、自ら発
信していく

≪会長コメント≫
皆様のご意見を 35 周年の活動にも
活かしていきたいと思います。

11 月 10 日（水） B 班
議長：渥美聡一郎さん 出席 5 名
発表：髙橋聖子さん
・もっとオンラインを活用した例
会をすればよかった
・京都中 RC や浜松のほかの RC
と会う機会をもっと増やしてはど
うか。交流を増やして浜松の経済
をまわしたい
・HICE に協力してもらい、浜松在
住外国人と交流を図ってはどうか
創立 35 周年記念のイベントとし
てもよいと思う
・感染対策を意識して交流活動を
もっと行いたい

＊＊＊・＊＊＊・＊＊＊・＊＊＊
＊＊
原

出席報告

英登 出席委員

会員数
出席者数
出席算定会員数
出席率 69.23%
前々回出席者
25 名
修正出席率
65.79％
今週の SAA 担当

11 月 11 日（木）
議長：中村将義さん 出席 9 名
発表：中村将義さん
・職業奉仕のような職場訪問
・ファイヤーサイドのような形の
例会
・例会以外の活動もメーキャップ
にする
・例会場を変える

＊＊

大久保 淳一さん

45 名
2７名
3９名

＊＊ゴルフコンペ 成績＊＊
１１月３日（水・祝）
浜松１１RC 親睦ゴルフ大会
(全体参加者 74 名)
個人戦

13 位 鷹尾政夫さん

女子の部 優勝 齋藤高子さん

１１月１１日（木）
浜松中 RC 親睦コンペ
（参加者 11 名）
・１位
成田 裕之さん
ｸﾞﾛｽ 95 HC 25
・２位
渥美 専治さん
ｸﾞﾛｽ 98 HC 25
・３位
鷹尾 政夫さん
ｸﾞﾛｽ 88 HC 12

