
■司会：池田龍郎・中野雄介■点鐘：松本好司  

■ロータリーソング：奉仕の理想 

■ゲスト：米山奨学金 蔡遣さん 

■議事：プロジェクトリーダー及び部会長就任挨拶 

 

 
今年度の会長挨拶では、「ロータリーの友」の内容を月１回皆さん

にお伝えする機会を設けようと思います。ロータリアンの義務として

「ロータリーの友」を購読する事がありますが、そこから得るものを

見つけ出す事ができれば幸です。 

今月の「ロータリーの友」を抜粋しお知らせしたいと思います。 

デジタル環境の進展とともに「ロータリーの友」電子版の発行が決

まりました。実際の配信準備までは時間が掛かりますが、時代とと

もに変化しています。 

又、この雑誌の中には地域のロータリークラブの情報がたくさんあ

ります。パワー浜松 RCでも掲載出来るような流れを作りたいです。 

RI指定記事で、ロン・バートン RI会長の記事があります。 

ポリオ撲滅活動はロータリーの偉大さを感じる事業です。 

今年度事業で「未来の夢」という全く新しい補助金制度が始まりまし

た。 

皆さんがロータリーで意味ある活動をすれば、皆さんにとってロータ

リーは意味のあるものになります。私たちがロータリーで達成でき

ることを認識した時、すなわち、私たちがロータリーを真に実践した

時、人々の人生は豊かになります。 

ロータリーを通して、私たち一人ひとりの潜在能力に目を向ける時

です。 

とロン・バートン RI会長は強調されています。 

最後に「ロータリーの友」28ページには我々の第２６２０地区の志田

洪顯ガバナーの紹介記事もありますのでご確認下さい。 

①レターケースにてロータリーの友、ガバナー月信を配布致しまし

たのでご確認下さい。   

②本年度の手帳は印刷が遅れています。しばらくお待ち下さい。 

③7月 7日（日）静岡で地区会員増強維持セミナーが開催されまし

た。原田アシスタントガバナー、会員増強維持委員会より委員長堀

内さん、部会長林さん、私の４名で参加致しました。 

④地区社会奉仕委員会より「第４回富士山絆の日」事業の連絡で

す。８月２４日（土）富士山世界文化遺産登録に伴い清掃活動、講

演、富士山世界文化遺産の構成要素の見学がございます。登録は

クラブごととなっております参加の方は事務局又は幹事までご連絡

下さい。 

⑤米山記念奨学生のサイ・ケンさんに奨学金をお渡し致します。 

⑥次回、７月１６日の第４９４回例会は夜例会となっており出席部会

と会場監督合同で、パワー浜松ＲＣのオリジナルソングについて外

部講師をお招きし講演・合唱指導を頂きます。事業計画書の最後

に譜面がついておりますので、事業計画書をお持ち下さい。 

夜例会に伴い出席部会の皆様ビジター受付宜しくお願い致します。   

⑦ 第１回理事会が 7月 30日にございます。議案書提出期限が７

月１６日となっております。９月例会担当の会員増強維持部会、社

会奉仕ＰＪ、クラブ研修リーダーの皆様は議案書のご準備をお願い

致します。 

 

 
松本会長あいさつ         ゲスト 蔡遣さん 

 

 
新世代奉仕プロジェクト/八田峰夫 PL 

今年度の交換留学生のホストファミリーが決まっておらず困ってお

ります。是非、受入れのご協力をお願いします。 

ゴルフ同好会/稲野さん 

7/28に、昨年度中止になった会長杯をおこないます。 

 
 

 原田道子  

 松本好司会長・諸星圭吾幹事 

 小澤邦比呂直前会長 

 市川正良 

 

 
７月１６日(火)の夜間例会 

パワー浜松のオリジナルソング「希望のエナジー」「夢のみずうみ」

を相原吉利子（あいはらよりこ）先生から合唱指導していただきます。

先生は西遠女子学園、国立音楽大学声楽科卒業後、声楽講師とし

て活躍中です。当日は生ピアノ演奏のもと、みんなで歌いましょう。 

 

わが街にこの店あり 
らーめん 響き屋 

船越公園南側に有る、つけ麺がおいしいと大評判の店。私も好

きで食べに行く。30代後半くらいに見えるイケメンマスターは、浜松

の荻窪ラーメン十八番で修行して、10年前にこのお店を始めたとの

こと。つゆの味はマスターが独自に考えて開発。荻窪ラーメンとは

かなり違う。つけ麺はお客さんの 9割が注文 する人気メニューに。 

それもそのはず。麺は東京の府中で専用に作ってもらって取り寄

せ。醤油は広島と神戸のものを使うこだわり

がある。 

つけ麺の種類は、つけめん、辛いつけめん、

にんにくつけめんなどいろいろある。値段は 

700円～850円。納得の味である！ 

 

 

らーめん 響き屋 

静岡県 浜松市佐藤 2-34-8   

Tel 053-462-7350 

紹介者：広報 IT推進部会 福地 
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本年度テーマ:Rotary Mind、Rotary Wayを確認しよう 

～心で感じて・考えて・活動しよう～ 

第４９３回例会７月９日（火）AM７：３０～８：３０オークラアクトシティホテル浜松３Ｆチェルシーの間

の間 
出席報告 

本日出席率 

66/80名 

82.55% 

前々回出席率 

85.2% 
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２０１３－１４年度役員理事新任の挨拶 
会長エレクト：小林昭次さん  

エレクトになって最近血圧が高くなっています。理由は毎回例会のためのスピーチを考えることが 

ストレスになっているからです。蔡さんに習ってスピーチの練習をして頑張ります。 

副会長：富田清志さん  

元気だけが取り柄の富田です。夜は得意ですが、昼の副会長は初めてなので、今後とも宜しくお願いします。 

副会長：鈴木一広さん 

   副会長はたいへん荷が重いと感じていますが、給食当番が回ってきたと思って今期頑張ります。できるだけ皆

様のお力になりたいと思っています。 

副会長：加藤恵司さん 

   私は以前出席が悪かったのですが、去年出席部会という施設に入れられまして、無事 1年間すごすことが出来

ました。また、ルトガーをあずかっていますが、留学生の受け入れはロータリアンの貴重な経験になりますのでご

協力よろしくお願いします。IMの担当と夢計画、米山財団の担当になっています。 

会場監督：木村満義さん 

   もう一年間会場監督を担当させて頂きます。今朝は朝食の時間を楽しく過ごせるように BGMを少し大きくしまし

た。小さなことですが、ラジオ体操のことなど、色々な試みをコツコツとやっていきますのでよろしくお願いします。 

会計：安間利広さん 

   私は朝来ても褒められたことがありません。会計部会は今回一人ぼっちになってしまいました。毎週一人で座

っていると思いますので、声をかけて下さい。よろしくお願いします。 

直前会長、ロータリー財団委員長：小澤邦比呂さん 

   今年度はロータリー財団委員長を仰せつかりました。前年度会長の時に「いつでも夢を」という歌を歌いまし

た。ロータリー財団の夢計画を実行せよということだと思います。一年間よろしくお願いいたします。 

幹事：諸星圭吾さん 

 今年度 1年間幹事を担当させて頂きます。よろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クラブ管理運営委員長：岩本英樹さん 

   活発な活動ができるように、出席部会、親睦部会、会計部会を一生懸命応援して頑張って行きます。 

クラブ広報委員長：福地三則さん 

   今年の広報部会は新人が多いのですが、皆様ご覧のように史上最強の布陣になっています。会長の期待を裏

切らないように頑張っていきます。世界に向けてパワー浜松ロータリークラブを発信していきます。 

奉仕プロジェクト委員長：熊谷真一さん 

   奉仕プロジェクトは一番体を動かすところです。盛りだくさんの企画を進めていますが、まず 8月にはマリーさん

の受け入れ、9 月に中田島清掃、10 月にもう一度東北に行ってみようという企画をたてています。また、浜名湖ロ

ータリークラブと共同でミャンマー支援を考えていまして、そのためにミャンマーに下見に行ってきます。 

会員増強維持委員長：堀内善弘さん 

   会員増強維持委員会はちょっと地味なところですが、蔡遣さんのお話しのように、たえず学ぶ姿勢が大事だと

思っています。愛があれば、会員の皆様全員が一人以上お声をお掛けしていただいて、新しいメンバーを受け入

れたいと思っております。 

IM担当委員長：鷲津有一さん 

   組織図に乗ってしまったからには精一杯やっていきます。パワーで唯一の IM 委員長経験者、高木さんにおん

ぶにだっこでアドバイスを貰いながら、皆様のご協力のもと 3月 29日の IMを大成功に持って行きたいと思ってお

ります。よろしくお願いします。 

ロータリー情報部会長：青山素久さん 

   ロータリー情報部会長のポジションは直前幹事の定番席と聞いておりますが、それに甘えることなく、高木副会

長、会員の塩谷立さんとともに存在感のある活動をして行きたいと思っております。 

 

 

小林昭次さん 

 

 

加藤恵司さん 

 

鈴木一広さん 

 

富田清志さん 

 

木村満義さん 

 

安間利広さん 

 

小澤邦比呂さん 

 

 諸星圭吾さん 

 

岩本英樹さん 

 

鷲津有一さん 

 

堀内善弘さん 

 

福地三則さん 

 

熊谷真一さん 

 

青山素久さん 
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２０１３－１４年度役員理事新任の挨拶 
財団プログラム部会長：田渕邦彦さん 

本年度から未来の夢計画が実行されます。補助金を活用しメンバーとともに、都田自

然学校の支援を実行していきます。 

副幹事：末広さくらさん 

   しっかり勉強しながら松本会長と諸星幹事を支えて行けるように頑張ります。皆さんの

ご指導とご協力をいただいて、この一年成長していけるようにしたいと思います。 

 

 

部会長・プロジェクトリーダー新任の挨拶 
副会場監督：池田龍郎さん 

   会場監督大先輩の木村さんに 1 時間半のレクチャーをして頂きました。サブの中野くん

がアシストしてくれるので、なんとかやっていけそうです。1年間よろしくお願いします。 

出席部会部会長：武田信秀さん 

   出席部会のメンバーで、一人一褒めを一年間継続していけるように頑張ります。 

親睦部会部会長：渡辺恭成さん 

   本年度は出席部会、会員増強維持部会と提携して出席率の向上と会員の定着を目指

します。楽しいロータリーライフを送っていただきたいと思います。皆様のご協力をよろしく

お願いします。 

広報・IT推進部会部会長：稲野清治さん 

   今年は広報・IT は最強メンバーですが、ぜひ跡継ぎをつくりたいと思っています。小澤

前会長のご希望により、今年度から受付に毎回、前週週報の速報版をいれます。 

職業奉仕プロジェクト PL:伊藤勝人さん 

   自分自身では不安ですが、スタッフは抜群でベテランです。松本会長の元、5 名で一生

懸命頑張ります。 

社会奉仕プロジェクト PL:河村公隆さん 

   特に社会奉仕ということはあまり考えたことはなかったのですが、プロジェクトリーダー

になって色々とやりたいこともあります。中田島のこともあり皆様のご協力をお願いしま

す。 

国際奉仕プロジェクト PL：伊藤麻衣さん 

   入って一年足らずでこの役を頂いて、不安に感じています。フットワークの良い熊谷委

員長と坂井副プロジェクトリーダーのお力を借りて、一年間自分なりに力を尽くします。具

体的にはミヤンマーへの学童支援を考えています。 

新世代奉仕プロジェクト PL：八田峰夫さん 

   身長では他を圧倒している新世代奉仕プロジェクトチームです。これからうるさいよう

に、皆様に青少年交換のことでお願いをかけていきますのでよろしくお願いします。 

会員増強維持部会部会長：林竹計さん 

   今年は特に退会防止に邁進していきます。会員増強の方も皆様よろしくお願いします。

私はこの 8年間出席率 100％でした。ことしも 9年目頑張ります。 

会員選考部会部会長：高貝亮さん 

   会員選考部会は会員増強維持部会と連携を取りながら、ガシガシたくさんの会員選考

をしていきたいと思っています。アシスタントがバナーの原田さん、安藤先生の 3人で頑張

ります。 

米山記念部会部会長：小田木基行さん 

   日本人ロータリアンであれば誰でも米山梅吉を知らないといけない。そんな部会にして

いきます。また、今日挨拶していただいた蔡遣さんは部会の宝になりました。 

IM担当委員会副委員長：近藤雅彦さん 

   IM 担当委員会は人数は少ないですが、実際は IM の前に実行委員会組織が組まれま

す。皆様が実行メンバーになって、いっしょに力を合わせて来年 3月末の IMを成功させて

いただきたいと思います。 
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林竹計さん 

 

小田木基行さん 


