
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

                            

                            

                        

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ＊配布物： 

           ・1678回週報 

           ・ロータリーの友 10 月号 

           ・新会員手帳用シール 

 ＊回覧物： 

幹 事 報 告  ＊  杉 山 寿 夫 

             

 

              本日は例会に先駆 

             けて鈴木淳公さんと 

             飯田純一さん、2名の 

             方の入会式を行いま 

             した。お二人は内山年 

 度に入会予定でした

がコロナの影響で今日となりました。お二人とも、

奉仕の精神を理解して入会して頂きました。皆さ

ん、どうぞよろしくお願い致します。 

 本日の例会は出席委員会担当のプログラムです。 

戸塚委員長が先だっての 5分間スピーチで、折角ロ

ータリークラブに入会したのだから 100%の出席を

目指すとおっしゃり感動しました。当クラブの出席

はコロナもあり 60～70%の出席率が現状です。どう

すれば 80%以上の出席率に上げられるのかが緊急

課題と考えています。 

 当クラブは地理的な事もあり他クラブへのメー

キャップはしづらくまた、コロナの諸事情で出席出

来ない会員、仕事と重なり出席出来ない会員等、や

むを得ず出席できない会員の為に救済措置として

ハイブリッド例会に取り組んでいます。 

このハイブリッド例会は、インターネットが出来

ない会員を見捨てるものではありません。例会はあ

くまでも顔を合わせ、昼食を取って頂き会員間の情

報交換の場でもあります。この良き形を継続しなが

らインターネットも利用する新しい例会です。模索

しながらの例会ですが、出席率が向上出来る事を期

待しています。どうぞ、このハイブリッド例会の活

用もお願い致します。 

2021-22 年度国際ロータリー会長： 

シェカール・メータ（インド） 

第 2620 地区 2021-22 年度ガバナー： 

 小 林 聰 一 郎（甲府北 RC） 

第 1679回例会 2021年 10月 12日（火） 晴  VOL.37  週報 No.7 

点鐘：小島 明良 会長    SAA：中村 哲也   ソング♪我等の生業 

本日のプログラム：出席委員会担当プログラム 

本日のゲスト：なし 

 

 

37 期 2021-2022 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 ： 小島 明良     幹  事 ： 杉山 寿夫     公共イメージ向上委員会委員長 ： 近藤 茂 

会 長 挨 拶  ＊  小 島 明 良 

会員数 40名 ／ 免除会員数 0名 ／ 計算総数 40名 ／ 本日の出席数 31名 ／ 暫定出席率 77.5％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10月 12日入会 2名 

・飯田 純一（いいだ じゅんいち） 

 (有)飯田組 代表取締役 

 自宅：湖西市鷲津  1969年 1月 24日生 

・鈴木 淳公（すずき としまさ） 

 鈴和建設(有) 代表取締役 

 自宅：湖西市古見  1968年 7月 5日生 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新 会 員 入 会 式 



 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

浜名湖ロータリークラブ 37 期会長テーマ 

『 ひと例会・ひと笑い 』これが浜名湖ロータリークラブ 

           

 

親睦委員会  委員長 近藤 貴子 

           ・観月会のご案内 

            次週の例会は、「禅を 

           学ぶ会」を企画いたしま 

           した。例会は 12：15 開 

 会ですので、お時間を間

違えないようにお集まりください。 

ゴルフ同好会  幹事 菅沼 秀介 

           ・ゴルフコンペのご案内 

            湖西市チャリティー 

           ゴルフ大会には 6 名で 

           参加してきます。11 月 3 

 日の 11RC 親睦ゴルフ

大会のご案内がきておりますので、皆様のご参

加をよろしくお願いいたします。 

(36 期)出席委員会  委員長 髙栁 慎一 

           ・36 期出席率 100%表彰 

            36 期の例会出席率 

           100%を達成された方々 

           を表彰させていただき、 

 記念品を贈呈いたしま 

す。おめでとうございます。 

＜36 期例会出席率 100%達成者＞ 計 12 名 

・ホームクラブ出席 100% 3 名 

 内山 悦二  小島 明良  長坂 和代 

・総合出席 100% 9 名 

 近藤 茂   近藤 武義  柴田 浩 

 菅沼 仁司  杉山 寿夫  戸塚 良平 

 原 三留   村田 泰英  渡邊 正敏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国際奉仕委員会  委員長 近藤 武義 

・KOKO まつりの件 

 11 月 28 日(日)KOKO まつりが開催予定です。

す。 

 

委 員 会 報 告 

           例年と同じようにエコ 

           キャップを集めますの 

           で、ご協力をお願いいた 

           します。 

  

戦略計画委員会  委員長 佐原 功一郎 

           ・アンケートのお願い 

            12 月例会グループ 

           ディスカッション用の 

           アンケートをお配りさ 

 せていただきましたの

で、再来週の火曜日までにご記入をお願いいた

します。メールでも参考資料を付けて、お送り

いたしますので皆様のご協力をお願いします。 

公共イメージ向上委員会  委員 佐原 功一郎 

           ・ロータリーの友 10 月 

            の紹介 

           ＜横組み＞ 

           P4 RI 会長メッセージ 

 P7 千代女が照らすこの街の未来！ 

P12 『山月記』の虎 

＜縦組み＞ 

P4 グローバルとローカル 現代世界の中の「地方創生」 

 

 

 

小島明良 飯田純一さん、鈴木淳公さん、入会お

めでとうございます。首を長くしてお

待ちしていました。 

杉山寿夫 こんにちは。今週も宜しくお願いいた

します。又、新会員 2 名様、今後も宜

しくお願いします。原副委員長様、本

日の例会宜しくお願いします。 

佐原功一郎 久しぶりの例会出席です。新会員の

飯田様、鈴木様、熱烈歓迎です。一緒

に活動できる事を楽しみにしており

ます。妻の誕生月。 

近藤武義 妻の誕生月です。素晴らしいお花あり

がとうございました。 

尾藤嘉倫 しばらく休んでいました。これからも

よろしくお願いいたします。 

中村嘉壽久 飯田さん、鈴木さん、入会おめでと

うございます。ロータリーの精神を忘

れないようにお願いします。 

菅沼仁司 健康に感謝しています。 

原 三留 本日 5 分間スピーチをされる方、お願

いします。 

穴水春男 気温は夏のようですが、落葉はきの忙 

ス マ イ ル 報 告 

・11RC 親睦ゴルフ大会出欠表 



         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

さは暦どおりです。 

中村二三男 健康に感謝！出席に努めてまいります。  

神藤雅章 鈴木君、飯田君、ようこそ！これから宜しく！ 

内山悦二 飯田純一さん、鈴木淳公さん、浜名湖RC

に入会おめでとうございます。これから

宜しくお願いします。 

髙栁慎一 鈴木さん、飯田さん、入会おめでとうご

ざいます。 

松井一隆 飯田純一さん、鈴木淳公さん、よろしく

お願いいたします。 

飯田純一 宜しくお願いします。 

鈴木淳公 よろしくお願いします。 

 

はよく聞いていました。私は中村哲也さんを知りま

せんでしたが、中村さんは私の入会後何年かしてか

ら入会されました。また、ある弁護士が事務所開き

をするという事で招待され参加しました。そこには

具先生が先に来ていました。中村クリニックの中村

先生もいました。具先生には父も看取って頂きまし

た。先生には本当に感謝しています。 

 ロータリークラブの会員であれば知り合いも増

え人間を大きくしてくれます。私は 2010年 4月に

GSEの団長として台湾ロータリー3490地区へ 1ヶ

月間参加させて頂きました。台湾のロータリークラ

ブのメンバー全員が台湾の経済を左右する人物の

団体で、一般人は近づくことの出来ない雲の上の人

達です。私が個人で行ったら絶対に相手にされませ

ん。しかし、浜名湖ロータリークラブの会員だと伝

えれば暖かく迎え入れてくれます。私は金も無けれ

ば力もなく、皆様方の様に頭も良くなければ技術も

ありません。だから、私の生活の知恵として会社に

居る時は会社を利用しロータリークラブに居る時

はロータリークラブを利用する事により、大きな力

を発揮する事が出来るようにしています。会社にい

た時、私は豊橋にある藤の花高等学校より女子 53

名を一つの学校から採用出来社長に直接褒められ

た事があります。台湾に行った時は 11 年過ぎた今

でも多くの分野のロータリアンと会う事が出来ま

す。私個人では出来ない事が組織を使えば可能とな

る事があります。私は親しき中にも礼儀ありと常に

心して彼らと友情を深めています。コロナ感染が発

生する前は毎年台湾へ行っていました。プロが大会

を開催する有名な台湾ゴルフ場へ連れて行ってく

れました。そこには多くの人がゴルフを楽しんでい

ました。プレイが終わり、食堂ではパーティーが行

われました。私は酔う前に支払いを済ませに行く

と、不要と言われたので確認したら今日は全額ガバ

ナーの招待ですと言われました。ガバナーがプレイ

代、パーティー代、景品代全部負担し当日参加した

人は全員無料でした。100人以上参加していたので

全額負担するというと莫大な金額になります。台湾

の友人がガバナーは大会社の社長ですから問題あ

りませんと教えてくれました。また、台湾ロータリ

ークラブゴルフ委員会の招待で毎年ゴルフツアー

に連れて行ってくれました。 

ゴルフを通じて多くの人と知り合う事が出来ま

した。ロータリークラブに入っていたから出来る事

です。今日ここに皆様方とお会い出来る運命に感謝

しつつ精一杯生きなくてはいけないと思っていま 

す。ロータリークラブは人と人とのつながりを深め

てくれます。だから例会に出ることが楽しみです。 

＝＝＝＝＝＝ 

長坂 和代 会員 

 私がロータリーに入会したのは 15 年前になりま

すが、ロータリーがどんな団体なのかも知らず、在 

 

 

 

テーマ「ロータリークラブの楽しみ方」 

 昨年度出席率 100%の会員の皆様に、ロータリー

クラブにおけるそれぞれの楽しみ方をお聞かせ頂

き、浜名湖ロータリークラブをより楽しめるヒント

になればと企画いたしました。 

       ＝＝＝＝＝＝＝ 

「例会出席の意識と楽しみ」 近藤 武義 会員 

            例会は人と人とのふれ 

           あいの場でもあります。入 

           会する時、例会は必ず出て 

           下さいと強く言われまし 

 た。入会時の教えを私は出

来る限り守るようにしています。 

 ロータリークラブに入ると多くの人と知り合う

事も出来ます。私が入会した時、杉山義徳さんがい

ました。声を掛けて頂き本当に心強かった事を覚え

ています。約 57 年位前に私の家に遊びに来たマレ

ーシアの若者が日本で働きたいと言うので杉山製

作所へ飛び込みでお願いに行き、二人は働くことが

出来ました。お金を稼いで航空券の購入が出来るよ

うになり喜んで帰国しました。その時、初めて杉山

さんを知る事となりました。その後は 30 年以上も

会う事はありませんでしたが、入会して再び杉山さ

んに会う事が出来ました。 

 また、私がある会社の取締役営業部長をしている

時、神藤さんの会社を訪問した事があります。多分

神藤さんは忘れていますが、どんなに忙しくても丁

寧に対応してくれたことを覚えています。入会して

神藤さんとも再び会える事となりました。その時に

渡邊さんの会社も訪問しました。優しい社長で、儲

からないから工場を閉鎖する予定だと教えてくれ

ました。あれから 10 年以上過ぎて、渡邊さんも入

会して会う事が出来るようになりました。 

 また、私の妻の母がお世話になった会社の社長が

中村哲也さんのお父さんです。妻の母より会社の事 

 

 

本 日 のプ ロ グ ラ ム 
【 出席委員会担当プログラム 】 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 月 26 日(火) 特別休会 

11 月 02 日(火) ロータリー財団担当プログラム 

プ ロ グ ラ ム 案 内 

所の向かいの幼なじみ 

           で同級生の元会員の小 

           池さんに誘われたのが 

           始まりでした。三ヶ日で             

 生まれ育ち高校卒業後

は三ヶ日町役場に入り、その後 2km 先のみかん

農家に嫁ぎ畑と家の往復、子育ての生活。三ヶ日

から出た事のない人生、「井の中の蛙」で世の中の

事を何も知らず。女性会員が一人でしたので是非

にと言われ、何事も勉強だと思い入会させていた

だきました。会社の社長様達ばかりで場違いの所

でしたが、皆さんに良くして頂き人生勉強をさせ

て頂いております。 

 私が今の仕事を始めたのは、友達から入浴剤の

サンプルを頂いたのがきっかけです。1 回目は主

人が臭いが気に入らず、時が過ぎ他の友人から 2

回目を頂いた時には気に入りました。物には時期

があるのだと思います。37、8 年前、1 缶 3,000

円は主婦には高く、安く使う方法を教わり、自分

は商売気がなく友達から利益をもらうのがイヤ

で安く使う方法を教えていたら、代理店の権利が

取れ仕事となり今があります。 

 高陽社に縁あって、冷え取り健康法を知りまし

た。最初はお風呂健康法でしたが、進化し続け今

は①温度②腸③水④酸素⑤栄養の5つの環境の場

を整える健康法に、そして DENBA が入り究極の

健康法になりました。車や機械は上手に使えば長

持ちするし、もし故障しても部品を換えれば良い

のですが、人間はそう簡単なものではありませ

ん。日々の生活に気をつけ、死ぬ迄元気ピンピン

コロリをと思います。 

 しかし生身の人間です。3 年前、突然主人が心

房細動による脳梗塞になり、ゴルフ、飲み会等自

粛していましたが、2 年前、原因不明ですが外傷

性脳出血で倒れ高次脳障害、そして死ぬ迄薬は飲

まなければならないと言われましたが、おかげさ

まで薬も障害もなく元気にさせて頂きました。本

当にいつ何が起こるか分かりませんので、何でも

挑戦していこうと思います。 

 そして、冷え取り健康法を皆さんに実践して頂

き、皆で死ぬ迄ピンピンコロリを目指したいと思

います。又、すばらしい浜名湖を残す為に皆で浜

名湖浄化にも取り組んでいきたいです。火曜日は

ロータリーの日と定め、他の予定は入れないよう

にして出席に努めていきたいと思っています。 

＝＝＝＝＝＝ 

菅沼 仁司 会員 

            私は、仕事の関係を通 

           して浜名湖ロータリー 

           クラブとのご縁をいた 

 だくことができました。

そして、浜名湖ロータリークラブは常に地域奉仕 

を推進している奉仕団体とし認知されている仲

間になることができました。 

 1990 年 7 月 2 日の入会に際し 2 名の先輩会員

の応援があったお陰と現在も感謝しうれしく思

っています。そんな中、入会後には右も左も分か

らない私に推薦者からロータリーはご多忙の中

で毎週出席することが大きな意味があることを

教えられました。ロータリー活動のすばらしいこ

と、大変な部分について教えてもらったことが今

日も大きく役立っていることを忘れないように

しています。多くの会員の皆様からご指導をいた

だき経験したことのお話を少しさせて頂きます。 

 クラブ創立は、浜松西クラブのお陰で昭和 60

年 11 月 4 日第 2620 地区静岡第 5 グループとし

て誕生したことは皆様もご承知のことと思いま

す。創立からロータリークラブの活動には必ずネ

クタイ、ロータリーバッジを身に着けて出席する

ことが原則です。毎週火曜日の 12 時 30 分に例会

出席することは、仕事を最優先する中では大変だ

とわかっていても時間を調整して例会に出席で

きる形にするには時間がかかりました。たくさん

ある問題解決のハードルを下げて自分なりのル

ールで解決することができました。 

 例会出席を継続し維持できるルールを活用し、

他クラブの訪問例会に出席することのメークア

ップの形でカバーできることを教えて頂きまし

た。また、当日やむを得ないことが発生した場合

には早退もできますので、毎週例会に出席するこ

とに大きな意義があることだと思います。 

 毎週例会出席は大変なことですが、限られた時

間の中で情報交換の場所として、例会出席を休ま

ず親睦も含め楽しく感じることを自ら見つける

ことが一番大事なことであると考えます。例会出

席の義務が 60%ですが、100 を目標にまわりの

方々の協力とご理解を忘れずにロータリー活動

に邁進することを教えられました。 

 このような情況で既存クラブの合併が 2630 地

区の岐阜三重で 26 名、2720 地区でも熊本大分で

35 名が 6 月 30 日に承認されました。大変厳しい

環境となり負けないためにも真摯にクラブ活動

をしながら健康に注意をしていきたいものです。 

 最後に、今まで問題もなくロータリー活動を続

けてきました。しかし残念ですが今経験したこと

のないことが起きていますが対応し負けないよ

うにするだけです。過去の様々な経験を生かすた

めに、今後のあらゆるところで空振りの三振はし

ますが見逃しの三振はしません。 

 

 

 


