
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

                            

                            

                        

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

              改めまして、こんに 

             ちは。 

              変則的な例会です 

             が、このまま開催だけ 

             は出来る様に行って 

 欲しいと思っています。  

 さて、前回お伝えしました後任のガバナーの件で

すが、昨日メールが来まして 2013-2014年度にガバ

ナーを務められた志田洪顯さん（お名前はひろあき

らとお読みする）が来年の 6月末までの残りをやら

れます。浜名湖にはもう荻原前ガバナーがお越しに

なってしまっていますので、志田さんはこの地では

お会いすることはないと思います。加えて、地区大

会は延期で詳細等その内、連絡があると思います。 

 2020-2021年度ガバナーノミニー・デジグネート

ですが、浜松ハーモニークラブの中村皇積さんに決

定したとの連絡が今朝参りましたので皆さまにお

知らせします。中村皇積さんは安間みち子年度の地

区幹事を務めた方です。 

 また、浜松西クラブと浜松ハーモニークラブとの

合同事業で来月の10日ないし17日に予定していま

したムンドの子供たちとのバレーボール大会（昨年

度はサッカー）は来年の 3月迄延期という事が決ま

りましたので、関係する皆さまはよろしくお願いします。 

 RLIというのがあります。皆さま、ご存知でしょ 

うか？昨年度より 2620地区でもやりだした事業だ

と思うのですが、会長エレクトという事で全 3回の

出席義務のセミナーに、私は昨年の 12月開催の第

一回目を静岡市まで行って受けてきました。1時限

45分・休憩 15分が全 6時限ありまして、時限ごと

に 2620地区の各地のロータリアンと先ず名刺交換

をして各テーマに沿って始まります。その為に名刺

が 100枚も必要なんです。講師役（事前に同じよう

に講習を受けて認定されている）から時限内で必ず

数回の発言を求められるものです。中々大変です。

本来ですと昨年度中の 3月と 6月に第 2回・3回を

やって終了の予定でしたが、このコロナ禍で残り全

て延期で遂にオンラインでという事になりました。

2回の指定日の内、私は10/4の日曜日に受講します。

朝10時から16時まで静岡でやったのと同じイメー

ジです。日曜日の昼間、パソコンの前にそんなにじ

っとしていれるか今からチョット心配です。今後、

皆さまにも順番が回って来ると思いますので、先陣

として頑張りたいと思います。 

2020-21 年度国際ロータリー会長： 

ホルガ―・クナーク（ドイツ） 

第 2620 地区 2020-21 年度ガバナー：  

 荻 原 英 生（静岡 RC） 
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点鐘：内山 悦二 会長   SAA：中村 哲也  ソング♪それでこそロータリー 

本日のプログラム：会場監督委員会担当プログラム 

本日のゲスト： なし 

 

 

 

 

36期 2020-2021年度 浜 名 湖 ロ ー タ リ ー ク ラ ブ 週 報

 
例会場 ： 浜名湖レークサイドプラザ 〒431-1424静岡県浜松市北区三ケ日町下尾奈 200 TEL・FAX 053-524-1177 

E-mail hamanako@hamanako-rc.com    HP http://www.hamanako-rc.com 

例会日 ： 毎週火曜日  12：30～13：30 

会  長 ： 内山 悦二     幹  事 ： 小島 明良     公共イメージ向上委員会委員長 ： 菅沼 秀介 

会 長 挨 拶  ＊  内 山 悦 二 

会員数 40名 ／ 免除会員数 0名 ／ 計算総数 40名 ／ 本日の出席数 26名 ／ 暫定出席率 65％ 

 

 

会員誕生日祝： 渡邊 正敏    9月 23日 

 

 

 

 

 

 

 

 

9月のお祝い おめでとうございます。 



 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ＊配布物： 

           ・1644回週報 

           ＊その他： 

           ・次週 22日（火）は休会、 

  29日（火）は会場変更と

なります。お間違えのないよう、四喜彩へお集ま

りください。 

 

 

 

 

 

内山悦二 本日は観月会の予定でしたが、変更して

SAAに依る 5分間スピーチです。選ば

れた人は宜しくお願いします。 

小島明良 今日の例会は、メンバースピーチです。

楽しみにしてます。 

渡邊正敏 もうすぐ 58才になります。嬉しくもあ

り、悲しくもあります。これからも日々

「一日一生」の思いでがんばります。 

原 三留 すっかり秋です。朝は大変涼しくなりま

した。 

中村二三男 朝夕過ごしやすい候となりました。飲

食共に快調です。 

白井繁充 朝夕、秋らしくなって来ました。コロナ

に振り回される日が早く終ります様に

祈るだけです。 

 

 

 

ス マ イ ル 報 告 

 

 

 

○5分間スピーチ○ 

「海外出張でのホテル珍事件」  浅若 正識 会員 

 

 

 

 

 

 

 たびたび海外出張へ出かけていると色々なトラ

ブルに遭います。私の場合年に数回、一回十日～二

週間主に欧州・北米を回ります。そんな中でもホテ

ルでのトラブルは体力維持の源泉である睡眠が取 

 

 

 

浜名湖ロータリークラブ 36期会長テーマ 

『 Our Rotary Life：今こそ 共に集い 共に楽しもう！ 』 

本 日 のプ ロ グ ラ ム 

【 会場監督委員会担当プログラム 】 

幹 事 報 告  ＊  小 島 明 良 れなくなるので困ります。 

 寒いストックホルムで到着早々、トイレを済ませ

たら流れるどころか、逆流して増水してきて〇×※

◆！。いつもながら係員を呼んでも来ない、、結局 1

時間ほど待たされ予定が狂ってしまいました。 

 また、ロンドンでは会食・パブを回って深夜戻り、

シャワーを浴びようと天井まで全面ガラス張りの

シャワールームのドアを押して入ろうとしたら、ド

アの下が何故かセメントで盛り上った床に当たり

隙間程度しか開きません。何とか身をよじらせて入

り床にひっかかりながら押し戻すとドン！と閉ま

りました。イヤな予感がしましたが深夜 1時でもあ

りシャワーを済ませ、出ようとしたらガラスのドア

がびくとも動きません。 

 身体は冷えてくるし渾身の力で引っ張っている

うちに把手の金具がパキーンと飛び散ってしまい

ました。途方に暮れてふと天井を見上げると何かヒ

モがぶら下がっているのが目に入りました。盛り上

がって段差のない床とアラームらしきヒモ。これは

身障者用の部屋で改修途中のまま泊まらせたに違

いないと確信。早速ヒモを何度か引っ張ると暫くし

て電話が鳴りましたが、出られないまま切れてしま

いました。再びヒモを引いて待つこと 15分、よう

やくドンドンとドアを叩く音。やっと人が来てくれ

たと思いつつ、こちらは閉じ込められているため動

けません。 

 ここで叫ばなければ翌朝まで裸のままで、寝るこ

ともできないので、映画でしか見たことありません

が恥ずかしいのをこらえて生まれて初めて”Help 

me!”とありったけの大声で叫び、深夜 3時前よう

やく救出されました。いやはや大変な目に遭いまし

た。2件とも 5つ星のホテルでしたのにこの有り様。

（もちろんその後 部屋は替えてもらいました） 

 これ以降、チェックインしたら先ずは自己防衛の

ため、水回りを点検、水量・お湯は出るか、ドアの

開閉、施錠できるか、トイレやバスの排水など一通

り確認してから荷ほどきをするようになりました。 

 出張はツアーのように添乗員さんもいませんの

で、リスク管理も自己責任。たとえ格式あるホテル

でも設備が古い場合がありますので、皆さんもお気

をつけ下さい。 

        ＝＝＝＝＝ 

「湖西市と豊橋市の概要」   村田 泰英 会員 

 

 

 



 

 

               

 

 

 

 

 

 

 私は、8月で 44歳となりました。浜松いわた

信用金庫の吉岡支店長と同い歳です。自己紹介を

少しさせていただきますと、平成 11年 4月に豊

橋信用金庫に入庫し、新所原支店に赴任前は、豊

橋の西部にある卸売業約 60社が集積した問屋町

の中にある問屋町支店で支店長を経験し、新所原

支店は支店長としては 2店舗目となります。 

 新所原支店赴任前は、豊橋市内のお店ばかり 6

店舗と総合企画部という本部を 5年経験しまし

た。 

 今まで市外店舗の経験がなく、また静岡県とい

うことで、金融環境の違いに戸惑ってばかりいる

のが正直なところであります。 

 赴任し、まずは湖西市の概要を知ろうと思いま

して、様々なことを調べました。皆様にとっても

そうなんだぁと思われる部分があるかも知れま

せんので、湖西市の概要、また豊橋市の事も少し

知ってもらいたいとの思いもあって、両市の概要

を少し述べさせていただきます。 

 まずは面積ですが、湖西市 86.56㎢、豊橋市

261.9㎢、浜松市 1,558㎢です。浜松市が全国 2

位の大きさと恥ずかしながら初めて知りました。 

 令和 2年 4月 1日現在の人口ですが、湖西市が

24,430世帯の 59,560人、豊橋は 152,243世帯の

372,449人です。ちなみに、浜松市は 342,553世

帯の 800,870人です。 

 産業構造比率ですが、湖西市は第 1次産業（農

業・林業・水産業）が 0.76％、第 2次産業（鉱業・

製造業・建設業）が 82.81％、第 3次産業（卸売・

小売・その他）が 16.41％となっており、まさし

く「ものづくりのまち」となっています。 

 ちなみに、豊橋市は、第 1次産業が 1.74％、第

2次産業が 40.13％、第 3次産業が 58.12％とな

っています。 

 そして金融環境ですが、令和 2年 3月末時点で、

湖西市には 5金融機関ありまして、預金シェアは

静岡銀行さんが 39.20％、浜松いわた信用金庫さ

んが 31.15％、遠州信用金庫さんが 13.93％、当

金庫が 11.54％、蒲郡信用金庫さんが 4.19％とな

っています。 

 

 

 

 貸出金シェアについては、静岡銀行さんが

37.65％、浜松いわた信用金庫さんが 35.56％、遠

州信用金庫さんが 14.60％、当金庫が 8.03％、蒲

郡信用金庫さんが 4.16％となっています。 

 ちなみに豊橋市では 17金融機関があり、預

金・貸出金ともシェアトップの当金庫でも、預金

シェア 24.24％、融資シェア 22.69％となってお

り、まさに群雄割拠となっています。 

 湖西市で約4割のシェアを握っている静岡銀行

さんでも、豊橋市では預金 2.69％、貸出金 8.54％

となっています。大変失礼なお話ではあります

が、豊橋市内で静岡銀行さんを強く意識すること

が今までなかったのですが、新所原支店へ赴任し

て、まず最初に静岡銀行さんの存在感の大きさに

衝撃を受けました。また、浜松いわた信用金庫さ

んもしっかりと根をはられていて、湖西市では両

行庫でシェア7割と豊橋市では想像できない状況

に戸惑っています。 

 その中にあって、豊橋信用金庫としてどう存在

感を出していくか、出していかなければならない

と考えています。 

 当金庫に限らず金融機関は、お金を「預ける・

借りる」というものから、事業全体を支援・お手

伝いしていくというスタンスに変化しています。 

 当金庫においても、補助金の申請支援や経営課

題解決のための専門家派遣、また、お客様同士を

繋げる情報仲介機能をもっています。皆様も金融

機関をうま～く活用して、「こんな事はできない

か」という事があればご相談いただければと思い

ます。 

 3年間の赴任期間であると思いますが、お客

様・湖西市の成長・発展のため頑張りたいと思い

ますので、これからもよろしくお願いいたしま

す。 

        ＝＝＝＝＝ 

「子供のサッカーで学んだこと」 吉岡 健 会員 

 

 

 

 

 

 

 ここ数年、プライベートで一番時間を費やして

いる子供のサッカーについて話したいと思いま

す。私の子供は 2人います。中学 1年生男子と小

学 4年生女子で、2人ともサッカーをやる為だけ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10月 06日(火) 米山記念奨学担当プログラム 

 米山記念奨学生による卓話。     理事会 

 

10月 13日(火) ロータリー財団担当プログラム 

 ※ 夜間例会 

   例会時間 19：00～20：00（18：30～食事） 

 

10月 20日(火) 社会奉仕担当プログラム 
 

10月 27日(火) 出席担当プログラム 
 

11月 03日(火) 法定休日のため休会 
 

11月 10日(火) 創立記念例会     理事会 

プ ロ グ ラ ム 案 内 

に生きている状態です。宿題をしなければサッカ

ーができないから仕方なく宿題をする。体調を崩

すとサッカーが出来なくなるから仕方なく早く

寝る。逆にサッカーをする為なら何でもやるとい

う完全なサッカーバカに仕上がっています。 

 中 1の男子は、昨年までは地元の浜松和地サッ

カー少年団に所属していましたが、今年からはジ

ュビロ磐田のジュニアユースで GKとして活動

し、4年生の女子は浜松和地サッカー少年団で男

の子に混じってサッカー漬けの生活を送ってい

ます。 

 少年団は、親の出番が多くあります。その中で

も私の役目は審判です。自分はサッカー経験者で

はないので、審判は逃げたくなるような厳しい役

目です。 

 子供のサッカーといっても、公式戦になれば県

大会に繋がる試合もあり、自分のような未経験者

お父さん審判にとっては、かなりプレッシャーを

感じながら試合をジャッジする事となります。自

分のミスジャッジで試合の勝敗が決まってしま

う。そのプレッシャーは日常生活や仕事で感じる

事が無い異質なものであり、子供のサッカーを通

じてメンタルが強くなり、人として成長できたの

ではないかと感じています。 

 私が審判をやった試合で、あるチームのコーチ

と選手のやりとりで印象的な事がありました。前

半終了時に 0‐2で負けているチームのコーチが

ハーフタイムで選手たちに、「この試合は負けて

も良い。ただ前半は練習してきた事が出来ていな

い。後半は、それぞれがやるべき事、今まで練習

してきた事を思い出して、ミスしても良いから積

極的にプレーするように」と指示しました。結果、

そのチームは後半に 3点取り逆転勝ちでした。そ

のコーチは後半も終始、良いプレー・良い判断に

対しては褒め。間違ったプレー・判断に対しては、

「今どうだった？もっとこういう選択肢があっ

たんじゃない？」と声を掛けていました。選手は

コーチの声に反応して、時計が進むにつれて動き

が良くなりました。素晴らしいコーチングだなと

思いました。一方負けたチームのコーチが真逆

で、ミスに対して「なんで出来ないんだ、違うだ

ろー」と怒鳴り散らしていました。選手たちはコ

ーチの怒鳴り声に、その都度動きを止めました。

恐らくコーチの方を見ないと、もっと怒られるの

だろうと思います。 

 コーチの声で、動きが良くなるチームと動きが 

 

 

止まるチーム、サッカーの試合に関わらず大事な

年代でのコーチングの差は将来的に大きな違い

になるのではないかと思います。 

 今でも半分以上やりたくないと思いながら、審

判をやっていますが、いざやるとメンタルが鍛え

られ、コーチングも学べる貴重な場となっていま

す。自分の職場でも、半分以上の職員は 20代で

あり若い職場です。子供のサッカーで学んだ、良

いコーチングを実践して、皆さんの困りごとを解

決できる職員育成に努力してきたいと思います。 

＝＝＝＝＝ 

「私の経験談」        戸塚 良平 会員 

 

 

 

 

 

 

 自身が社会人となった時、祖父母、父と 4人で

生活していましたが、父が入院中に祖父が病死、

翌年父が半年の入院の末病死し、葬祭スキルを会

得しながらも父の遺産にて多額の借金問題が発

覚。既に相続してしまった自身以外の祖母、兄を

相続放棄させ、紆余曲折の末、弁護士の指示の下、

自身の自己破産手続きを行いました。 

今となっては貴重な経験であり若年のうちに

経験できた事は良かったと思うと同時に、時に誰

かを頼るという事は悪い事ではないという教訓

を得ました。 

多少人間性は湾曲致しましたが比較的真っ当

に生活しています。 


