
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

私は、藤枝市の出身です。出身を聞かれたときに、「どこ」と聞かれると答えるのに

戸惑うことが多いのですが、最近では、藤枝市と答えるようにしています。幼稚園と

小学校の９年間を過ごした町で、子どもの頃の思い出はほとんどが藤枝のものですの

で、やはり、藤枝と答えるのがしっくりくるように思います。 

 私は、福井県で生まれました。福井は母の出身地で実家に私を産みに帰ったため、

福井生まれになりました。海外に旅行しますと、入国関係の書類に生まれた場所を書

かされることがあります。FUKUI と書くときに福井生まれを意識します。 

数年前に亡くなった父は、北海道の士別市の出身で、獣医師でした。獣医師の仕事は、 

動物の診療に当たる仕事と公衆衛生にかかわる仕事があり、公衆衛生にかかわる仕事の方では、主に保健

所に勤務する公務員になります。全国の都道府県の中で、昭和３０年代当時、他県から公務員試験の受験ができ

る所というのがいくつかあったようで、静岡県はそのうちの一つだったそうです。北海道で生まれ育った父は、

暖かい気候に憧れて静岡県を受験し、静岡県で働き始めたとのことです。最初の勤務地は磐田で、中泉のお宅に

下宿して、単身で赴任してきたそうです。 

 母は大学を卒業の後、父と同じく公務員になり静岡県に赴任しました。共働きで、当時は育児休業の制度も今

のように充実していなかったため、兄と私は小さいころ、当時北海道にいた祖父母のところにしばらく預けられ

ていました。その後、３歳になる少し前に祖父母が藤枝市に移り住み、家族で暮らすようになりました。そこで

弟が生まれて兄弟３人になりました。 

私は中学校から自宅を離れて兵庫県の中学校に進み、兄も高校から函館の高校に、弟は中学から鹿児島の中学へ

と全国にちらばることになりました。 

兄は一時期司法試験を目指していましたが、断念して就職しました。現在は、愛知県の住友理工という会社で企

業法務の仕事をしており、私からみても尊敬できる仕事ぶりです。私は、大学卒業後は銀行やメーカーに勤務し

ておりましたが、兄が司法試験を断念したあと勉強を始め、兄の頃よりは簡単になっていた試験に運よく合格す

ることができました。 

弟は、最初は文系の大学に進学しましたが、思うところあって医学部を受け直し、医師になりました。現在は、

浜松医大の児童精神科教室にいます。たまたま弟も浜松で、比較的珍しい姓で名前も一文字で似ているため、ご

兄弟ですか、と聞かれることがよくあります。 

私たち兄弟３人は小さい頃から離ればなれでしたが、それがかえってよかったのかも知れません。お互いの活躍

を頼もしく思いながら、それぞれの道でがんばっており、たまに顔を合わせて話しをすることが楽しみです。大

切な兄弟です。これからも仲良くやっていきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■会場：オークラアクトシティホテル浜松 3 階 チェルシーの間 

■司会：原田道子 安間利広 ■点鐘：髙貝 亮 ■週報：田渕邦彦 

■ロータリーソング：「それでこそロータリー」（※音楽のみ） 

■ゲスト：国際ﾛｰﾀﾘｰ第 2620 地区 2021-22 年度ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 石津匡美様 

同事務局長 磯部宅司様、浜松北 RC より 加藤恵子様 金原昌史様 

米山記念奨学生 陳俊達さん 

 

スマイル提出者氏名掲載 

高貝会長・山下幹事、近藤雅彦さん 

原田道子さん、坂井光藏さん 

会員数 74 名（内出席免除会員 3 名） 

出席数 62 名 出席率 86.1％ 

 

会長挨拶 

RI 会長 シェカール・メータ/第 2620 地区ガバナー 小林聰一郎 /会長 髙貝 亮 /幹事 山下俊彦  

〒430-7733 浜松市中区板屋町 111-2 オークラアクトシティホテル浜松内 Tel:053-452-0800 

Email:info@power-hamamatsurc.jp  http://www.power-hamamatsurc.jp 

創立：2002 年 10 月 22 日  認証伝達式：2003 年 4 月 29 日 スポンサークラブ：浜松中ＲＣ 

新しい流れを、知恵を集めて 



 

 

 

 

 

 

 

① 年度末となって事務局の業務も繁忙期を迎えています。コピーなど会員の皆様で

作業できるような事務作業は各自ご配慮いただけると幸いです。 

 

② 21 日 22 日は国際ロータリー2620 地区の地区大会が開催されます。会長・幹事

と地区出向者の小澤さん、村田さん、ジョーさん、事務局の高柳さんの 5 名で参

加してまいります。少人数となってしまいましたが精いっぱいお勤めさせていた

だきます。 

 

 

 

 

■ゴルフ同好会 鈴木直幸会員 

先日の土曜日に 11 ロータリー浜名湖カントリークラブにてゴルフコンペがありまし

てパワー浜松は総合７位でした。個人の部門で坂井さんが３位入賞という事で銅メダ

ルおめでとうございます。一言はいいです。以上になります。 

 

 

 

 

 

■社会奉仕部会 廣瀬隼人会員 

今週の土曜日に気賀駅での草刈りがあります。天気予報を今見ますと曇り時々雨とな

っておりますけど、もし中止の場合は前日にメールでご連絡します。 

6 月 11 日は防潮堤の草刈りがあります。出席のご返事は今日までになってます。 

返事を頂いてない方は出来るだけお早めに宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

2021－2022 年度ガバナー補佐 石津 匡美 様 
 

皆さん、お久しぶりです。7 月のガバナー公式訪問で、お邪魔して以来、10 ケ月ぶ

りです。本日は、第 4 回のガバナー補佐訪問という事で、磯部事務局長と共に、1 年

間お世話になったお礼に伺いました。この 1 年間、磯部事務局長をはじめ、2 名の事

務局メンバー共に、大変お世話になり、誠にありがとうございました。補佐として不

行き届きな点、大変失礼な言動があったことと思いますが、皆様方の寛容な心に免じ

てお許し願いたいと思います。皆さまの、ご理解とご協力を賜り、無事 1 年が終われ

そうです。重ね重ねありがとうございました。これからも変わらぬご指導の程、宜しくお願いいたします。 

   

また、本日は、3 名の浜松北 RC の入会間もないメンバーをビジターとして、同行させていただきました。 

 最近、出席に対して大変緩和され、他クラブへのメークアップをすることが少なくなりました。その為、所属ク

ラブ以外のクラブに出席する機会がなくなり、所属クラブの行っていることが RC のすべてだと思いがちです。 

今日は、会員増強・維持委員会の研修を兼ねて、お邪魔しました。貴クラブの例会の仕方、事業への取り組み方等

を体験させていただきたいと思います。宜しくお願いいたします。貴クラブをはじめ、延べ 20 名のメンバーがグ

ループ内 10 クラブに、ビジターフィーをクラブ負担で出席する予定です。 

 

 今年も、ロータリークラブの活動を最もしなければならない時期に、コロナに依る蔓延防止が発出され、事業が

思うように出来ずどこのクラブでもご苦労されたことと思います。 

 

 従って、私の 1 年の締めくくりの挨拶にも、話題が無くて困っています。そこで、5 月 21、22 日行われます。

地区大会で、各グループの事業報告を 4 分で発表するように、ガバナーより要請されていますので、皆さんにお聞

き頂いてご意見がございましたら、お聞かせいただけると思います。 

 

 

幹事報告 

委員会報告 

ご挨拶 



 

■ 8021 静岡 5Ｇ事業報告  
 

静岡第 5 グループは「ロータリークラブの基本は、各ロータリークラブの自主的な考えに基づく運営である」と

いうことを前提に、グループの取りまとめを行いました。 

 シェカール・メータ RI 会長の本年度テーマを具現化した、2620 地区小林ガバナーの地区運営方針、クラブ要請

事項の内、 

1)会員増強・新クラブ設立  

2)「ロータリー奉仕デー」の開催 

をグループ各クラブでどのように取り組んでいくか、昨年４月の第１回「会長・幹事予定者会議」から検討を重ね

ました。結果、 

1)新クラブ設立は、現在の状況では難しいので、会員増強に全力で取り組む。 

2)「ロータリー奉仕デー」については、３年前から続けている「天浜線 花のリレープロジェクト」を適用する。

その他に、クラブ独自の事業を加えてもよい。 

という結論になり、今年度の各クラブの事業計画に盛り込み活動いたしました。 

 1)会員増強は、年度当初に対し 2021 年 12 月末に、11 クラブ合計、23 増 11 減の＋12 名、22 年 2 月末現在

27 増 13 減の＋14 であります。それなりの成果を達成できていると自負しています。 

 2)ロータリー奉仕デーで取り上げた「天浜線 花のリレープロジェクト」の天浜線とは、東海道本線掛川駅から、

北遠地区、浜名湖北岸を経由し、東海道本線新所原駅に至る、旧国鉄二俣線を引き継いだ第三セクターで運営して

いる天竜浜名湖鉄道です。この鉄道の活性化と沿線地区発展のために、浜松信用金庫（現浜松磐田信用金庫）が 2018

年に発案し、「はままつフラワーパーク」の協力の基に、鉄道沿線の駅周辺を花で埋め尽くそうというものです。こ

のプロジェクトに、旧静岡６分区、7 分区の 15 ロータリークラブが賛同。各クラブが担当駅を定め、駅周辺の企

業や自治会、学校、各種団体と共に、年間を通じ植栽、草刈り、手入れを行っています。 

 この活動をより多くの市民の皆さんに知って頂き、ロータリーの公共イメージ向上に努めようと、遠州 15 ロー

タリークラブのメンバーが費用を分担し、6 月には中日新聞に 1 ページの広告掲載を予定しています。 

 

 

 

 

■ 次年度クラブ協議会   担当：髙部 光司 副幹事 
 

 本日お配りした組織表をご覧下さい。大きく変わった点ですが一年間髙貝年度で

奉仕プロジェクトをワンボックス化して、一つの大きい固まりで試しに行って頂き

ましたが、そうしますとどうしても動きが解らなくなるという形で次年度は、其々

の部会、其々の委員を配置させて頂きました。但し奉仕プロジェクトで一括して動

きますので其々に配属されたとしても皆さんご協力して頂いて其々の奉仕、奉仕活

動に対しては皆さんで動くという形をとっていきたいと思っております。 

 今回が初めての協議会となります。本当は協議会を 2 回開く予定でしたけれども、今までコロナで開けず、そ

の分其々の委員長さん、小委員長さん、部会長さんを中心に zoom もしくは少人数でお集まり頂き、次年度の事

業計画を立てて頂いた事をとても感謝しております。有難う御座います。 

  

地区補助金事業に対しては財団プログラムの安間さんにお願いし、しっかり予定を立てて頂きまして 4 月中に

補助金の申請を済ませました。財団プログラム小委員会の方に地区補助金事業を子供食堂の事をお願いしまして、

実際に動くのはロータリー財団委員長、担当副会長であります熊谷さんを中心に奉仕プロジェクト委員会、委員

長の松島さんと一緒に全体で動いていく形をとっていきます。熊谷さん大変だと思いますけども宜しくお願い致

します。 

 もう一点組織表で変えた点は、其々ブロック分けをしました。担当副会長さんが其々頭についてますので、色々

解らない点がございましたら、其々の委員長さん、小委員長さん、部会長さん、担当副会長さんにしっかりとし

た方を付けておりますので、ご相談なさって下さい。宜しくお願い致します。 

  

次年度から変わってくる所は出席免除です。ロータリー歴 20 年に年齢を足して 85 以上の方が出席免除対象者

となります。その方達は出席免除のご希望があれば幹事までお申し出ください。理事会で承認されますと出席免

除となります。 

また年間計画につきましては、これからパワー浜松が 20 周年を迎えてしっかりその後の戦略を考えて行かなけ

ればいけないという事で、「パワー戦略ミーティング」を前半戦でさせて頂きます。 

 

地区からは花のリレープロジェクトの関係で気賀駅の除草作業を 10 月 16 日に予定をしております。また、20

周年記念としてフラワーパークへ植えた桜を皆さんで見に行きたいという形で、フラワーパークでの朝例会をし

たいと思ってます。日時は 4 月 2 日(日)7 時半です。朝非常に早いんですけども、一般客の皆さんがご家族連れ

で開園する前に、特別にパワーの為に開けて頂けるという事です。 

議事 



 

 加藤ひとみ会長エレクトご挨拶 
 

 やっと、初めてのクラブ協議会になります。時間も短いですから活発に次年度の 

事業を練って頂きたいと思います。宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ガバナー補佐 石津匡美様       事務局長 磯部宅司様         浜松北 RC  加藤恵子様 

   

浜松北 RC 金原昌史様        次年度各委員会・部会 クラブ協議会開催 

   

次年度会場監督     米山記念奨学生 陳俊達さん            出席報告 


