
 

 おはようございます。 

 本日は、私たちの兄クラブである

浜松ハーモニーＲＣ 会長 竹内恵子

様、幹事 山口勝義様がお越しでござ

います。朝早くからありがとうござ

います。竹内会長には後ほどご挨拶

を頂きますので、よろしくお願いい

たします。 

 先週、運転免許証の更新を行ってきました。有効期

間は、もちろん５年です。ただしゴールドではなくブ

ルーでした。そこで免許証に関する話をしたいと思い

ます。 

 更新を済ませた運転免許証には、有効期間５年のゴ

ールド、同５年のブルー、同３年のブルーの３種類あ

ることは皆さんご存知だと思います。が、70 歳からは

そうではなくなることをご存知でしょうか？ 

 更新期間満了日に 70 歳以上の方は、自動車教習所な

どで行われている高齢者講習を受講し、高齢者講習修

了証明書がないと更新手続きができません。なおかつ、

ゴールドであったとしても 70 歳になると有効期間が

４年となり、71 歳からは３年となります。75 歳以上

になると認知機能検査を行い、問題ないという判定結

果が出てから高齢者講習を受講し、免許を更新すると

いう手続きになります。 

 65 歳・66 歳で５年更新し、無事故無違反を続けて

いても、70 歳、71 歳の更新では有効期間が短くなり、

74 歳で再度高齢者講習を受けなければなりません。な

るべく高齢者講習の回数を少なくするには、69 歳で５

年更新するのがいいようです。 

① 7~9 月分会費 7/25 自動振替 

② 第17回ロータリー全国囲碁大会      

10/6(土)の参加案内 

 上級者､中級者､初級者 3 クラス制 

③ 金山土洲会員の近況報告 

「2018 年度 WRO Japan  

浜松予選会と国際大会について」 

担当：青少年育成部会 

 福地三則 

8/18･19 可美総合センター 

２階ホールにて開催 

ご協力をお願いします。 

<浜松チーム成績> 

2015 小学生優勝、中学生優勝 

2016 小学生２位、中学生３位  

2017 小学生優勝、世界大会 28 位/75 チーム 

※ 詳細は次ページへ 

 

 

浜松ハーモニーロータリークラブ 
会長 竹内恵子様 

第５グループで初非公式訪問 

4/7  地区協議会 

11/3,4 地区大会 

共に会場がアクトシティ浜松です

のでご協力のほどお願いします。 

和服同好会 熊谷真一会員 

7/20(金)「柚露 YURO」 

で開催いたします。 

■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：ﾘﾋﾞｰ･ｼﾞｮｰｾﾌ･ﾏﾃｭｰ 市川正良■点鐘：鷲津有一■週報：髙部光司 

■ロータリーソング：「夢のみずうみ」 ■体操のお兄さん：豊田充孝 

■ゲスト：浜松ハーモニーRC 会長 竹内恵子様 

浜松ハーモニーRC 幹事  山口勝義様 

米山記念奨学生 肖 英華さん 

①浜松ハーモニーＲＣ 竹内様､山口
様 ②鷲津有一会長 ③小澤邦比呂さ
ん(2 通) ④坂井光蔵さん ⑥原田道
子さん ⑦熊谷真一さん 

会員数 78 名（内出席免除会員 2 名） 

出席数 57 名 出席率 75.0％ 

前々回出席率 89.61％ 

RI 会長 ﾊﾞﾘｰ･ﾗｼﾝ /第 2620 地区ｶﾞﾊﾞﾅｰ 星野義忠 /会長 鷲津有一 /幹事 鈴木一広  

〒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 4307 号室 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 



 

 

 

「役員理事就任挨拶」 
青少年育成部会 森 俊彦 
 

・ＷＲＯへの支援 

・青少年育成事業に関する活動 

 

優秀なメンバーと共に頑張っていきたいと思います 

浜松ハーモニーＲＣ 

会長 竹内恵子様 

第５グループで初非公式訪問 

神谷ガバナー補佐が会員増強でなるほどなと思う事

き会員維持委員長(浜松南ＲＣ)内藤賢二さんです。入

会２年目なので入会する人の気持ちになれ、周りの皆

さんが協力してくれるがありがたい。 

 

3/24 ＰＥＴＳ 

(プレジデント エレクト トレーニングセンター) 

4/7  地区協議会 (アクトシティ浜松) 

11/3,4 地区大会 (アクトシティ浜松) 

 

浜松ハーモニーＲＣ継続事業活動 

1）青色回転灯パトロール巡視活動事業 

 （浜松中央警察署協力） 

2）視覚障害者映画鑑賞事業 映画例会 

 （浜松市民映画館協力） 

3）外国人学校ムンド･デ･アレグリア校への 

支援事業 5 名 

大学進学している卒業生 2 名は小澤邦比呂さんの

会社で奨学金を頂いております。 

浜松ハーモニーＲＣ

の２割が５年未満です。 

例会に来た際は今日の

ようにあたたく迎えて

ほしいです。 

 

 

 

「2018 年度 WRO Japan  
浜松予選会と国際大会について」 

①WRO(World Robot Olympiad) 

WRO とは、自律型ロボットによる国際的なロボ

ットコンテストです。 

世界中の子どもたちが各々ロボットを製作し、プ

ログラムにより自動制御する技術を競うコンテスト

で、市販のレゴのロボットキットを利用することで、

参加しやすく、科学技術を身近に体験できる場を提

供するとともに、国際交流も行われます。 

1 ミドル競技 

2 エキスパート競技 

3 オープンカテゴリー 

浜松チーム成績 

2015 小学生優勝、中学生優勝 

2016 小学生２位、中学生３位  

2017 小学生優勝、世界大会 28 位/75 チーム 

②ＩＴ 

・モバイル決済 

日本 6%、中国 98%(3DQR コード印刷にて) 

・タクシー配車 

・量子コンピュータ 

・人口知能 

中国深セン市 30 年足らずで人口 30 万人から

1400 万人(98%は 65 歳以下)若者が多くＩＴ化

が進んでいる地域 

・プログラミング教育 

STEM 教育を基本にプログラミング教育をして、

科学技術開発の競争力向上を目指している。 

STEMとはScience(科学), Technology(技術), 

Engineering(工学) and Mathematics(数学)。 

 

 

 

 

 

① 竹内恵子様、山口勝義様 ･････ 次年度ガバナー輩出クラブにお力添えをお願いいたします 

② 鷲津有一会長 ･･･････････････ 竹内会長、山口幹事へ感謝のスマイル  

③ 小澤邦比呂さん ･････････････ 竹内会長、山口幹事へ感謝のスマイル 

④ 坂井光蔵さん ･･･････････････ 11 日に軽ランド有玉店を移転 OPEN お世話になった方々へ感謝 

⑤ 小澤邦比呂さん ･････････････ 坂井さんへ 益々のご発展を念じています 

⑥ 原田道子さん ･･･････････････ 10/24 ニュービジネスフォーラム開催案内 

⑦ 熊谷真一さん ･･･････････････ 遠州大念仏の一行に笛を吹いた松本由紀彦会員に感動 

2018-19 パワー浜松ロータリークラブ週報                      第 726 回例会 ７月 17 日（火） 


