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会長挨拶

遠藤君、大房君、兼子君

前々回

今　回

出席総数 出  席  率 メークアップ 修正出席率

会員総数

あなたが見えなくて残念でした。欠 席 者

27/35　　 　77.14%　　　　28/35　　 　80.00%

32/35　　 　91.43%　　　　　　　　  　36名

司会：土屋　巧君　指揮：久保栄子君

　こんばんは、今期初めての

例会です。　本日は、池田龍

司ガバナー補佐のご訪問を戴

いておりますので、後程、い

ろいろとご指導戴けることと

思います。　

宜しくお願い致します。

幹事 内田憲一君

幹事報告

ガバナー事務所より、ガ

バナー月信への投稿をお

待ちしてますとの事です。

皆さんどしどし投稿して

ください。

１．

７月２日　　渡邊照芳君

７月２日　　加藤正幸君

７月３日　　山田定男君

７月４日　　新井　香君

７月４日　　石井和郎君

入会記念日

せせらぎ三島ロータリークラブ 検索

　会長挨拶は、なるべくロータリー情報を出来るだ

け皆様に提供できるように努力いたします。後程、

クラブ協議会で一年の指針を述べさせていただきま

すが、私の一年間のテーマは、「親睦をもっと深め、

心の奉仕を行動で示そう」です。

　親睦を深めるためには、必ず例会に出席して戴か

ないことには、お互いに理解し合う事ができません。

　ロータリーのバッチは、歯車です。クラブ全体を

スムーズに動かすには、歯車全部が休まずに動くこ

とが大前提です。

　是非、当クラブに入会して戴いた御縁を大切に例

会に毎回出席され、お互いに切磋琢磨し、奉仕の理

想を追いかけ、心に思っている奉仕を皆様と協力し

合い行動で示してまいりたいと思っております。

　一年間内田幹事共々、宜しくご指導、ご協力お願

い申し上げます。

池田龍司ガバナー補佐（伊豆中央ＲＣ）

土屋龍太郎君（ガバナー補佐事務局・

　　　　　　　　　　　伊豆中央ＲＣ）

芹沢弥生さん（米山君のゲスト）　

ようこそせせらぎ三島
ロータリークラブへ



次 回 例 会

３月13日（土）（12日の振替）

植林事業

ロータリー世界各地から

ＲＯＴＡＲＹ　ＷＯＲＬＤ

委員会報告
広報委員会

クラブ協議会

静岡第２分区ガバナー補佐
池田龍司君

この度第2分区のGAに任命頂きました伊豆中央R.Cの

池田です。

　R.I会長の「地域を育み、大陸をつなぐ」の、そして

第2620地区中山ガバナーの「ポリオの撲滅、青少年に

かかわる活動」のテーマに添って皆様のご協力を得

て、この１年頑張る所存でございます。

　地区で8月8日富士山頂で友愛の輪をつくるという

大きなイベントがあります。　我々の分区としては

11月3日、地域、ポリオ、富士山、青少年を踏まえて７

クラブ全員で街頭募金活動をやってみてはと計画し

ております。　まだ全くの案でしかありませんが、丁

度インター・アクト週間であり、GSEの皆様が第２分

区を訪問しており、また3名の財団奨学生等も加勢し

て頂き広報も兼ねて実行出来たらと思います。　８

月の会長幹事会で計らせて頂きます。　皆様も何か

ご意見、いいアイデアがありましたら、お聞かせ頂き

たいと思います。

　どうぞ、本年1年よろしくお導き賜りますよう、ご

協力の程お願上げます。

ＲＯＴＡＲＹ　ＮＥＷＳ

委員長　中村徹君

出席者　山梨　西原　中村　山田　米山　鈴木　

　　　　中山　加藤　石井邦夫　　内田

○三島商工会議所青年部創立１５周年記念事業に対

　しての協賛について 日本一の三島コロッケを造る

　３万円の協賛をする　全員の賛成で承認

○会長より　各委員長さんには早めに事業報告書を

　提出していただきたいとのお願いがあり散会にな

　りました

第１５回理事役員会報告

ガバナー補佐挨拶
卓話澤田　稔君：昨日、東京の帝国ホテルでトヨタ、日産、企業、ＪＵ系を含め
た全ての自動車オークション会社が参加している日本オークション協

議会の総会で会長に就任しました。この事はロータリーでの社会に貢献

する精神が生かされた結果です。ありがとうございます。

服部光弥君：1 0 0 0 回例会の新聞記事を見た妻が、「あっでてるよ！こ

このロータリーに入ったんでしょ？」と聞いてきた。「まだだよ。入ろう

と思ってるけど・・・。」とうそをついてしまいました。チャンスを逃しま

した。つづく・・・。

山口雅弘君：皆さんこんにちは。５月は毎週金曜に伊東・東京・横浜・静岡

と会議で欠席してしまいました。（欠席が続き、宮澤さんが夢に出てきま

した。）すみません。又、先週舌を切ってしまい、痛くて活舌が死んでおり

ます。

片野誠一君：つづけて例会を欠席して申し訳ありませんでした。

野中信行君：６月６日のバーベキュー大会の世話人矢岸さん、他の皆さ

んご苦労様でした。

保坂国夫君：所用で早退させて頂きます。

スマイルボックス

ビジター 窪田　明君（三島西ＲＣ）

ようこそせせらぎ三島
ロータリークラブへ

　　　　　　　　　　　　　　２６２０地区ガバナー補佐

　　池田龍司　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　

会長　西原克甫君

　会長テーマ

　　「親睦をもっと深め、心の奉仕を行動で示そう」

2010-11年度国際ロータリー会長　レイ・クリンギン

スミス氏のテーマは、「地域を育み、大陸をつなぐ」又、

国際ロータリー第2620地区カバナー中山正邦氏のテ

ーマは、「ロータリアン、奉仕をクラブへ地域へ」であ

ります。

21年の歴史と奉仕の実績を持つせせらぎ三島ロータ

リークラブの諸先輩方の努力の積み重ねを思い今期

のクラブの運営を務めさせて戴くにあたり責任の重

さに身の引き締まる思いであります。

この１年間ロータリーの基本を忠実にロータリー章

典にありますように、「例会に参加することがロータ

リーの運動の原点であり、ロータリーの例会は、奉仕

の理想を探求するために会員同士が切磋琢磨する自

己研鑽と、奉仕の実践の源となる会員の親睦を図る

場として、」と示されております通り、例会で、もっと

もっと親睦を深め、切磋琢磨して自己研鑽して奉仕

の心を磨きたいと思います。

ロータリーの四大奉仕　「クラブ奉仕」「職業奉仕」「社

会奉仕」「国際奉仕」この活動をいかに今期の事業に

取り入れ会員の皆様のご協力とご賛同を戴きながら

実行するために努力してまいります。

例会は、楽しく、しかし、秩序ある気品高い例会を継

続し、親睦をより良くもっと深め、心に秘めた奉仕の

気持ちをクラブ会員全員で行動し実践して参りたい

と思っております。

一年間ご指導、ご協力宜しくお願い致します。

実務的なことでお願いですが、三年以内の新会員の方々

には、パスト会長さんが二人一組で教育担当をお願

いしてあります。宜しくお願い致します。

会長挨拶
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平成22年�７月２日�金曜日�  19時30分�より

ブケ東海三島     

           

出席者� 西原会長� 内田幹事� 渡辺� 山梨� 矢岸�

  　　　中村� 太田� 小林� 石井邦　宮沢� 土屋

　　　　山田�

欠席者� なし�        

オブザーバー� なし�        

司会者� 内田幹事�   記録者� 山田�  

           

①杉山会員休会の件�     

　７月中旬まで休会了承されました�          

②８月夏家族例会の件�     

　石井委員長より箱根ハイキング計画案発表あり了

　承されました�          

③煙草・・・携帯電話の件�     

　例会規約として決まりました�          

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上�          

第１回理事役員会報告

会員誕生日 ４月２日　　山本良一君

４月29日　　石井邦夫君

４月６日　　大房正治君

４月16日　　小林　勝君

４月20日　　岡　良森君

４月30日　　土屋　巧君

入会記念日

委員長　中村　徹君会員組織委員会

　委員長　鈴木政則君プログラム委員会

１．地区行事を優先してプログラムを作成しました。

２．クラブフォーラムはクラブの発展を図る為、又

　　委員会の事業計画を発表する場として活用して

　　下さい。

３．親睦活動委員会の活動予定に優先して作成しま

　　した。

４．卓話は、自分の考えなどを話し会員相互の理解

　　を深める場所として活用して下さい。

５．卓話を変更する場合は、委員長までお知らせ下

　　さい。

活動方針は今年度のＲＩ会長のテーマ「地域を育み、

大陸をつなぐ」を念頭に置き、内外にロータリーク

ラブを正しく理解していただく事で、活力あるクラ

ブになるように努力したいと思います。

その結果が会員増強、会員維持につながるよう、努

めたいと思います。

活動計画は「計画書」に記載したとおりに実行した

いと思います。

委員長　山本良一君会員増強委員会

会員増強には全員で取り組み、増強委員も単年度より

も継続年担当の方が効果が上がる、とのことです、前

山田委員長の力もお借りして増強を進めます。誰でも

いいから入ってくださいではなく、ロータリークラブ

を充分理解した結果の入会でないと退会を早める結果

となるなど地区協議会にて情報をいただきました。

三島市内には３クラブありますが、歴史が浅い分、若

さと行動力ある当クラブです、若いロータリアンを育

てましょう。

今年度地区会員増強目標は当クラブは純増１名以上で

す、クラブ活性化のためにも会員の新規加入を進めて

いきます。

�     

平成22年�５ 月�21 日�金曜日�19時30分�より�

ブケ東海三島�     

           

出席者� 西原次期会長� 内田次期幹事� 中村� 太田� 

　　　　小林�  山梨� 渡辺� 矢岸� 土屋� 石井邦

　　　　山田�

欠席者� 宮沢�        

司会者� 内田次期幹事�   記録者� 山田�  

           

①次年度予算案の件�     

　会員数３６名含め次年度予算了承されました

　収入特別会計６０万了承されました

　支出週報ホームページビルダー予算了承されました�          

②次年度プログラム案の件�     

　了承されました�          

③地域開発･植林事業の件�     

　三島市箱根の里斉藤所長に話しをしたところ植林

　場所が無いとのことで一時保留�          

④新会員フォーローの件�     

　パスト会長様に協力いただき受け付けに参加いた

　だくこと決まりました�          

　出席率向上に向けた話がありました�          

           

 例会中の煙草５分程度の時間を設けること・・・

　携帯電話のマナーモードの推薦の話しが決まりま

　した

前年度開催理事役員会報告
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ＲＯＴＡＲＹ　ＮＥＷＳ
出席者　山梨　西原　中村　山田　米山　鈴木　

　　　　中山　加藤　石井邦夫　　内田

○三島商工会議所青年部創立１５周年記念事業に対

　しての協賛について 日本一の三島コロッケを造る

　３万円の協賛をする　全員の賛成で承認

○会長より　各委員長さんには早めに事業報告書を

　提出していただきたいとのお願いがあり散会にな

　りました

第１５回理事役員会報告

卓話西原克甫君・内田憲一君：一年間ご指導、ご協力、宜し
くお願い致します。

野中信行君：西原会長・内田幹事一年間ガンバって下

さい。ゴルフ同好会きりの中お疲れ様でした。

山梨一正君：西原、内田年度が始まりました。一年間頑

張って下さい。エールを送りスマイルします。

片野誠一君：本年も宜しくお願いします。又、西原会長、

内田幹事さん並びに理事役員の皆様、ご苦労様です。

新年度のご活躍をご期待申し上げます。

米山晴敏君：西原・内田年度の始まりですね。サッカー

の日本代表の様にがんばって下さい。当クラブの元ロ

ータリアン芹澤さんいらっしゃいませ。このまま入会

がいいと思いますよ。

杉山　隆君：おさわがせしました。とりあえず退院し

ました。まだリハビリの為、休会になりますが、1日も

早く復帰いたします。お見舞いもいただきありがとう

ございました。

宮澤正昭君：西原会長、内田幹事、今年度よろしくお願

いいたします。

中村　徹君：西原会長、内田幹事一年間お世話になり

ます。

渡邊照芳君：西原、内田年度いよいよスタート致しま

した。一年間たのしくやりましょう。

加藤正幸君：元メンバー川村様、本日うなぎ丸平をオ

ープンしました。ぜひご利用してあげて下さい。なお

今年出席委員長です。御協力お願いします。

土屋　巧君：西原会長、内田幹事、そして会のみなさん、

一年間一生懸命ＳＡＡを努めたいと思います。よろし

くお願いします。

新井　香君：西原会長、内田幹事、新役員の皆様、今年

度もよろしくお願いします。

スマイルボックス

カナダ、モントリオールで開催されている2010年RI国際

大会にて、25年を数えるポリオ撲滅活動を完遂させるよ

う激励を受けたロータリアンは、ロータリーによるポリ

オ撲滅の誓いを新たにしました。

6月22日、第3回本会議が開かれ、世界保健機関の世界ポ

リオ撲滅推進計画責任者、ブルース・アイルワード氏が

講演を行いました。

その前日となる6月21日の夜、元ポリオ患者のラメシュ・

フェリスさんが、大会会場からモントリオール旧市街 

までの道のりを、手こぎ式の自転車で移動しました。こ

れは、Bonsecours Market の外壁に、ポリオ撲滅を訴え

る「En finir avec la polio（End Polio Now）」の文字を

イルミネーションで照らすイベントの一環として行わ

れました。同日に行われた第2回本会議では、20カ国以上

の政府高官やその他の著名人の署名が記された、「アフ

リカ・キックアウト・ポリオ」キャンペーンのサッカーボ

ールが、雷鳴のような拍手喝采の中、会場に到着しました。

「ロータリアンの皆さまの善意があったからこそ、ポリ

オ撲滅活動を抜本的に推し進めてくることができました」

と、アイルワード氏はポリオとの闘いにおけるロータリ

アンの貢献を称賛しました。 

アイルワード氏はさらに、タジキスタンにおける最近の

ポリオ発症事例を挙げ、撲滅活動を完遂させることは決

して容易なことではないと指摘しました。タジキスタン

では、ポリオウイルスによって成人の死者が出たほか

300人の子どもが感染し、国境は封鎖され、国家間の移動

が禁止されています。タジキスタンにおける惨状は、ポ

リオ撲滅活動の失速を如実に物語るものだとアイルワ

ード氏は説明します。

タジキスタンでのポリオウイルス発生を受け、48時間後

にはポリオ・プラス基金から総額50万ドルの緊急資金が

投じられました。現在、現地の状況は沈静化しつつある

とアイルワード氏は述べます。同氏はまた、現存する2種

類のポリオウィルス両方に効き目がある二価ワクチン

に言及し、インドのビハール州、ウッタルプラデシ州の

両州において過去6カ月間ポリオが未発症であることを

報告しました。

「ポリオ撲滅に向けた皆さまの活動には目を見張るもの

があります」とアイルワード氏。「皆さまは、超我の奉仕

を実行すると同時に、ロータリーを世界の舞台へと押し

上げたのです」

ＲＯＴＡＲＹ　ＮＥＷＳ

内田憲一君：本年度、西原会長のスタートです。会員の

皆様には一年間よろしくお願いいたします。昨日「第20

回三島市明るく住みよい街をめざす」市民大会にせせ

らぎ三島ＲＣ会員として5名で行ってきました。西原会

長、小林勝君、土屋巧君、山口雅弘君、月初めの忙しい所、

大変ご苦労様でした。

山口辰哉君：新年度が始まりました。西原会長、内田幹

事、理事役員の皆さま、よろしくお願いします。なお、ク

ラブのホームページ、西原年度版に更新しておきまし

た。同好会関係、自転車事業のページ等も新しくしたい

と思います。それぞれ関係者の皆さま原稿さえいただ

ければ何とかします。

澤田　稔君：新年度が始まる初日に出席できなくて申

し訳ありません。西原会長、内田幹事を始めとする役員

の皆さま、ロータリーの奉仕の精神を存分に発揮され

一年間頑張ってください。

久保栄子君：本日からＳＡＡです。不慣れですのでご指

導の程宜しくお願い申し上げます。

中山和雄君：西原、内田年度の始まりおめでとうござい

ます。私は今年度ロータリー内広報委員そして親睦委

員としてがんばります。

服部光弥君：先日のゴルフコンペ優勝させていただき

ました。どうしてあのスコアがでたのでしょうか？や

っぱりみなさんのおかげです。取りきりの賞品に妻が

よろこんでました。ちなみに昨日、富士箱根ＧＣに行っ

てきましたが、105でした・・・。

石井司人君：クラブ最終コンペで優勝と思いきや気遣

いの無い後輩がおりまして準優勝になってしまいス

マイルも減額しました。服部君プラスして下さい。

石井司人君：次女に第２子が誕生いたしました。女の子

です。ゴルフも２番、生まれてきたのも２番目、変なと

り合わせです。
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