
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

                            

                            

                        

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

              先日は、皆さんご協 

             力いただき有難うご 

             ざいました。イベント 

             自体は良かった物と 

             思っております。今回 

 の準備に於いては、浅

若さん始めご尽力を賜りましたが、最後に高柳幹事

が照明で効果を作って頂き感謝申し上げます。今後

課題は残したとしても、継続事業として次年度以降

検討して頂ければと思います。 

 さて、昨日迄ハロウィンで町はにぎわっていまし

たが、我々の青春時代にはこの様なイベントなど無

く、ルーツをたどると毎年 10月 31日のハロウィン

（Helloween）は、11月 1日にキリスト教の諸聖人

に祈りを捧げる祝日「諸聖人の日」「万聖節」（All 

Hallo）の前夜祭(All Hallo Eve）という意味で、ヨ

ーロッパ発祥のお祭りで秋の収穫をお祝いし先祖

の霊をお迎えするとともに悪霊を追い払うお祭り

で、古代ケルト人が行っていたお祭りに由来すると

の事です。 

 ハロウィンは、古代ケルトのドゥルイド教で行わ

れていたサウィン祭が起源といわれ、古代ケルトの

時代では 11 月 1 日が新年とされ、大晦日にあたる

10月 31日の夜に先祖の霊が戻ってくると信じられ

ていました。しかし、悪霊も一緒にやって来て作物

に悪い影響を与えたり子どもをさらったり、現世の

人間たちに悪いことをするといわれていました。そ 
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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 
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例会日 ： 毎週火曜日  12：30～13：30 

会  長 ： 神藤 雅章     幹  事 ： 髙栁 慎一     公共イメージ向上委員会委員長 ： 森 俊幸 

会 長 挨 拶  ＊  神 藤 雅 章 

会員数 42名 ／ 免除会員数 0名 ／ 計算総数 42名 ／ 本日の出席数 35名 ／ 暫定出席率 83.33％ 

こで人々は身を守るために仮面や仮装をして仲間

に見せかけたり、魔除けの焚き火を行ったりしたと

いわれています。やがて、ケルト人が自然崇拝から

キリスト教へと移る過程で、ケルトの祭りと合わせ

て「諸聖人の日」ができたといわれていますが、宗

教行事としてハロウィンを行うことはなく、キリス

ト教会ではハロウィンの習俗の解釈や賛否がわか

れていますが、現在のような形になったのは 19 世

紀の後半で、移民とともにアメリカに伝わったハロ

ウィンを子どもが大変怖がったため、子どもでも楽

しめるイベントに変化したとの事であります。 

 ハロウィンになると先祖の霊と一緒に悪霊や魔

女もやってきて、人間たちに災いをもたらしたりい

たずらをするとされたため、身を守るために悪霊や

魔女の恰好をして仲間に見せかけたのが仮装の始

まりです。また、悪霊たちがその恰好を見て驚いて

逃げるという説もあります。魔女、ゴースト、ゾン

ビ、ドラキュラ、ガイコツ、黒猫、狼男、フランケ

ンシュタインといった恐ろしい怪物や怖いものに

仮装するのが定番ですが、近年はより多彩になって

エスカレートして単なる仮想パーティーになって

いるのが実態だそうです。現代風にアレンジされて

きていますが、ロータリーも新たな風と趣を変えて

進めたいと思います。 

 

 

 

言行はこれに照らしてから 

 

四 つのテ ス ト 唱 和 
職業奉仕委員会  近藤 武義 



 

                              

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

職業奉仕委員会  委員長 浅若 正識 

           ・寺コンサートの件 

            先日の寺コンサート 

           では、早い時間から皆様 

           にお集まりいただき、準 

 備や誘導などにご協力

ありがとうございました。盛会に終われました

事感謝申し上げます。 

青少年奉仕委員会  委員長 菅沼 秀介 

           ・青少年の科学体験の件 

            12/10に開催される「 

           青少年の科学体験」に参 

           加いたします。次回例会 

 後に打ち合わせをさせ

ていただきたいのでよろしくお願いします。 

ゴルフ愛好会  幹事 菅沼 秀介 

           ・ゴルフコンペの件 

            12/24に浜名湖 RCゴ 

           ルフ愛好会ゴルフコン 

           ペを企画いたしました。 

 多くの皆様のご参会を

よろしくお願いいたします。 

浜名湖ロータリークラブ 38 期会長テーマ 

「 新たな取り組みで 繋ぐ 繋げる 浜名湖 RC に！ 」 

委 員 会 報 告 

 

 

＊配布物： 

・1710回週報 

・ゴルフ愛好会ゴルフコンペのご案内 

・創立記念例会記念品 

＊回覧物： 

・ゴルフコンペ出欠表 

＊その他： 

・例会終了後、理事役員会を行います。 

 

 

 

幹 事 報 告  ＊  髙 栁 慎 一 

11月のお祝い おめでとうございます。 

1. 真実かどうか 

2. みんなに公平か 

3. 好意と友情を深めるか 

4. みんなのためになるかどうか 

 

  

 

会員誕生日祝： 中神 年成  11月 09日 

小島 明良  11月 13日 

浅若 正識  11月 23日 

 

 

 

 

 

 

配偶者誕生日祝： 近藤 美保子 様 11月 10日 

中村 克枝 様  11月 16日 

結婚記念日祝： 金子 貴洋    11月 05日 

         浅若 正識    11月 16日 

   菅沼 仁司    11月 22日 

         森 俊幸     11月 27日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11月 1 日入会 

・金子 貴洋（かねこ たかひろ） 

 株式会社デンソー湖西製作所 担当課長 

 自宅：湖西市梅田  1971年 4月 16日生 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新 会 員 入 会 式 

 

 

神藤雅章 寺コンお疲れ様でした。今日は増減無

しですが入会式です。金子さん、よろ

しくお願いしますネ！ 

髙栁慎一 10月 29日の寺コンサートでは、大勢

のご参加ありがとうございました。 

小島明良 72 才になります。70 代がこんなに面

白いとは思いませんでした。これも

RCに入ったおかげと感謝しています。 

ス マ イ ル 報 告 



         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

浅若正識 誕生月と結婚記念月が同時に来ました。

長らくお祝いもしていません。 

中村哲也 お互いに年をとります。妻の誕生月。 

近藤 茂 私の代わりに娘たちが祝っているよう

です。本当に毎年助かります。妻の誕生月。 

菅沼仁司 新会員の皆様、本日のスピーチよろしく

お願いします。結婚月です。 

森 俊幸 寒くなってきました。我々夫婦は温かい

ままです。結婚月。 

金子貴洋 11月からお世話になります。改めてよろ

しくお願いします。いきなりのスマイル

奉仕！でも、こうでもしないと結婚記念

日はスルーですので、この機会に感謝です。 

中村一壽 本日は創立記念例会です。創立当時が懐

かしいです。 

原 三留 正太寺さんでの寺コンサート、大変すば

らしかったです。ご苦労さんでした。 

穴水春男 コンサートお疲れ様でした。神藤会長の

人徳か、上天気でした。地元の皆さんか

らも好評の言葉をいただいております。 

中村二三男 秋も深まり 11 月を迎えました。三ヶ

日ではみかんの収穫が始まり慌しい時

季となります。 

佐原功一郎 寺コンサートご苦労様でした。久しぶ

りのクラブあげての事業で楽しむこと

が出来ました。 

白井繁充 まずは 38 周年創立記念を迎え、皆様と

共にお慶び申し上げます。新事業の寺コ

ンサートの成功は、関係各位に感謝申し

上げます。 

三島保夫 神藤会長、浅若委員長、野外コンサート

よかったです。又、穴水さん、会場提供

ありがとうございました。会場も良かっ

たです。 

率等の説明をうけ、今の自分でこなせるかどうか不

安ばかりが募りました。 

 入会して初めての例会、右も左もわからずどうや

って皆さんと会話していいかもわからず緊張しっ

ぱなしだったことを今でも忘れません。そんな時に

救ってくれたのが皆さんです。知らない私にも声を

掛けていただきすごく心がいやされました。厳しさ

の中にもこんなに温かさがあるんだと。出席につい

ても 60％できればいいやと考えていましたが、いざ

1年を経過してみてせっかく入会したんだからでき

る限り出席しようという気持ちに変わっていまし

た。不思議なものです。ロータリアンとはと聞かれ

ればまだ説明もつかないような状態ですが、ロータ

リーのこの時間が自分を律する良い時間になって

います。これからも先輩方についていきながら出来

る精一杯で頑張っていきたいと思います。 

 趣味の話ですが、学生時代にオーケストラに所属

していましてトロンボーンを吹いていました。練習

が大嫌いで演奏会前に一夜漬け状態で練習して演

奏会に臨むような学生時代でした。卒業してからは

しばらくオーケストラから遠ざかっていましたが、

最近は 5年に一度のOB演奏会があり、5年に一度

演奏会に参加しています。ただ練習嫌いは変わら

ず、今までの演奏会は 75%位の出来で参加する状態

でした。 

 今年の 8月にその演奏会がコロナで一年延びて 6

年ぶりに山梨で行われました。曲目はチャイコフス

キーの 1812 と交響曲第五番、ただでさえ吹けない

すごく難しい曲で本番半年前の段階で2割程度しか

吹けない状態で、参加を断念しようかと思ったぐら

いです。そんな中、先輩方から演奏会聴きに行くか

らななんて言っていただき、一生懸命演奏している

姿を見ていただきたいという気持ちが非常に強く

なりまして、2ヶ月前からはほぼ毎日仕事が終わっ

てから新居にあるカラオケバンバンで2時間練習す

るようになりました。最初はトロンボーンの練習

をさせて下さいと言いにくく恥ずかしかったで

すが、演奏会前日には今日でこの練習も終わりな

んだと思うと非常に寂しい気持ちになりました。

なかなかうまくならず苦しくもなりましたが、努

力すればどんどん吹けるようになる、50 才過ぎ

ても一生懸命努力すれば叶うものもあるんだと

思うことができました。これもロータリーに入っ

て感じた、自分を律するにつながってるなと思い

ます。演奏会後も良かったと演奏会に来てくれた

先輩方や地元の仲間に言ってもらい、私にとって

すごく大切な出来事になりました。常々、日々精

進、一生修行を胸に生きてるつもりですが、自分

を律するも付け加えてガンバっていきたいと思 

 

 

 

 

 

 

「新会員によるスピーチ」 

             飯田 純一 会員 

             今日はスピーチとい 

             うことで緊張してい 

             ます。上手く喋れない 

             かもしれませんが、宜 

 しくお願いします。 

 ロータリーに入る前はロータリーの存在自体を

あまり知りませんでした。先輩方に進められて入会

させていただこうという気持ちになったんですが、

入会前にロータリーとは、ロータリアンとは、出席 

 

 

 

本 日 のプ ロ グ ラ ム 
【  】 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

います。 

 あと一つ言い忘れましたが、ロータリーに入

って時間配分というものを改めて考えるよう

になりました。これも毎週火曜日に例会に出席

するために時間を組み立てていくか。今となっ

てはこの組み立てをする時間も楽しく感じら

れるようになりました。 

      ＝＝＝＝＝＝＝ 

             鈴木 淳公 会員 

              鈴和建設有限会 

             社の鈴木と申しま 

             す。うまく話せない 

             かもしれませんが 

 頑張って話をさせ

ていただきます。 

まず初めにロータリークラブの説明を受けに

行った際、色々な説明を聞く中で毎週続くのが不

安でしたが、飯田君と話して「やれるだけ頑張ろ

う」との後押しを得て、浜名湖ロータリークラブ

に入会をする事になりました。その中で、続けて

いけているのはここいる会員の皆様方のおかげ

だと思っております。 

 次に僕の趣味である、ゴルフの話をさせていた

だきます。ゴルフは 4年ぐらい前から健康をかね

て始めるようになりました。健康のため、ゴルフ

場ではなるべくカートに乗らず、歩くようにして

います。ゴルフをやり始めてからは、腰痛が少な

くなりました。ゴルフは日によりスコアが違い、

奥が深いスポーツだなと感じております。誘われ

ればなるべく断らないようにして、参加させてい

ただいております。 

これからもロータリークラブを頑張りますの

でよろしくお願いします。 

      ＝＝＝＝＝＝＝ 

             伊藤 成弘 会員 

              入会前ロータリ 

             ーに入ろうとか他 

             のクラブに入ろう 

             とか特に何も考え 

 てなかったのです

が、昨年の 9月に小島直前会長が会社の方にお見

えになり、我々には持てないロータリークラブオ

フィシャルの名刺を差し出され、そこから勧誘を

受けました。メンバーや事業内容の説明、そして

例会にも一度出席をさせて頂き、おおよそロータ

リークラブの事を知ることができました。ただ毎

週火曜日の昼間に時間を作ることがネックでし

たが、特にお断りする理由もなく自分が少しでも

社会奉仕に貢献できればと思い入会をさせて頂 

 

 

 

きました。 

 入会して半年ほどですが、感じたことは思った

以上に楽しいの一言です。仕事とは全く関係ない

ところで交友関係ができ、そして美味しいランチ

を食べながら仲間と会話をし、少し眠い時もあり

ますが身になるお話しを聞かせて頂き、これは時

間を作ってでも来ないと損かなと思い、今のとこ

ろ例会も皆出席させていただいております。まだ

まだ右も左も分からないことばかりですが、早く

先輩方のような立派なロータリアンになれるよ

う努力しますのでご指導をよろしくお願いいた

します。 

 ここから趣味の話し。7 年前から趣味でトロン

ボーンを吹いておりますが、トロンボーンとの出

会いは、中学生の時までさかのぼります。中学に

入学すると部活を決めることになるのですが、小

学校の時に走り高跳びが得意で学校の代表で大

会とかも出てたので陸上をやりたかったのです

が、いざ入学してみると陸上部が廃部になってい

まして代わりに野球部が新設されていました。こ

の野球部が一番人気で、例にもれず私も第一希望

に野球部と書き第二か第三か忘れましたが音楽

部と書いて提出しました。何日かして部活の発表

があったのですが、見事に野球部は落選しまして

音楽部に入部することが決まりました。 

気を取り直して音楽部で中学の部活がスター

トしました。入部しますと担当楽器を決めるにあ

たり色々な楽器を吹いて適性検査みたいなこと

をやることになるのですが、その結果ユーフォニ

アムという楽器に決まりました。ユーフォニアム

はトランペットとかトロンボーンとは違い派手

さはなく、どちらかというと地味ですがいい音色

がする楽器で気に入って吹いていました。2 年生

くらいにトロンボーンもカッコいいなと思うよ

うになりましたが、今更楽器の変更もできないの

でこのままユーフォニアムで中学の部活が終わ

りました。 

そうだ！高校に入ったら「トロンボーンをやれ

ばいいんだ！」と思い高校の吹奏楽部に入部した

と同時にトンボーンに浮気しました。これが私の

人生、最初で最後の浮気です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11月 22日(火) 祝日週休会 
 

11月 29日(火) 社会奉仕担当プログラム 

 間淵公彦様による卓話。 
 

12月 06日(火) ロータリー財団担当プログラム 理事会  

 

プ ロ グ ラ ム 案 内 


