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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

22/32　　 　68.75%　　　　27/32　　 　84.38%

29/34　　 　85.29%　　　　　　　　  　36名

司会：久保栄子君　指揮：山本　章君

こんにちは、本日は、ガバナ

ー補佐がお見えになっており

ます。後程ご指導戴けると思

います。宜しくお願い致しま

す。

先日、老人ホームと言います

か介護施設の会合に出まして、

いろいろの話題の中から、

幹事 内田憲一君

幹事報告

タイ自転車贈呈式に出席の皆さんお疲れさまで

した。

エフエム三島かんなみより声の年賀状の募集が

きております

１．

２．

池田龍司君（ガバナー補佐・伊豆中央ＲＣ）

ようこそせせらぎ三島
ロータリークラブへ

11月10日　　岡　良森君会員誕生日

せせらぎ三島ロータリークラブ 検索

これからは、老人がどんどん増え、介護施設が目に見

えて不足するとの話になり、今後は、自分の体の管理

をしっかりして介護施設や他人、家族に頼らない老後

を考えないといけない。「健康で、ぽっくり死ぬ様に

頑張る」

先日新聞にこの様な記事か出ていましたので紹介いた

します。

奈良の興福寺に安置されている青年のような面立ちの

阿修羅像に魅せられた若い女性を「アシュラー」と呼

ぶそうです。このところの仏経ブームを背景に、書店

では「死」を特集する雑誌や単行本が目につく様にな

ったそうです。

誰にも訪れる死をきちんと自覚したいのでしょうか。

「豊かな死」を迎えられる国はどこかと過日、英国の

調査会社が終末医療や緩和医療の普及とその質、医療

費と医療従事者の過不足などを調べた結果、「死の質」

ランキングで日本は40カ国中23位と振るわないそうです。

世界でも、まれな急激な高齢化が進むのに在宅医療な

ど患者や家族に寄り添うケアが弱いからだそうです。

死を見詰めざるを得ない生きにくい世の中なんしょう。

平安末期から鎌倉にかけても同様に、生きにくい世相

がつづいた様です。

浄土真宗の開祖親鸞は戦乱、飢饉、疫病が続く平安末

期の中級貴族に生まれ9歳で出家している。

悩み苦しんだ　一人の人間として悩める親鸞を救うの

は浄土宗開祖の法燃。

法燃は「人間そのものに優劣はない。阿弥陀如来の前

に命は平等だ」と念仏往生を説いた。

朝廷は危険思想とみて二人を流罪にする。これを機に

親鸞は戒律を捨てて結婚し、非僧非俗で布教する生

涯を送ったそうです。

江戸時代後期の俳人小林一茶は親鸞の教えを信奉し、

どんな境遇にあっても如来の真実の心に従うという

境地を読んだ句を残しています。

「ともかくもあなた任せのとしの暮」

だれしもが必ず死んでゆく。

誰もが「死」と真剣に向き合わなければならないと

きが必ずやってくる。

みなさんは、「死」について考えたことはありますか??????

私は、「健康で、ぽっくり死ねる様に」努力したい

と思います。

幹事 内田憲一君

幹事報告

四クラブ合同新年会のご案内

1月6日みしまプラザホテル　会費８０００円

親睦委員会に出席のかたは連絡お願いします

三島ＲＣ　　12月15日　家族忘年会

　　　　　　12月29日　特別休会　

三島西ＲＣ　12月30日　特別休会
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ロータリー世界各地から

ＲＯＴＡＲＹ　ＷＯＲＬＤ

プログラム委員会

12月15日　　山本　章君

12月22日　　兼子悦三君

12月27日　　矢岸貞夫君

会員誕生日

まずＧＳＥ訪問につきましてご協力下さいまして有難う

ございました。

去る11月3日のポリオ撲滅と富士山の世界文化遺産登録の

支援の街頭募金にＩＡの生徒、米山奨学生、そして丁度当

地区を訪問中のＧＳＥメンバーそして７クラブの皆様の

ご協力を得まして三島市内４ヶ所で実行し、１７５，３２

０円という多額の募金が集まりました。ひとえに皆様のお

陰と感謝申し上げます。尚、11月14日の地区大会でＧＳＥ

のメンバーよりガバナーにその目録をお渡ししました。

次にクリンギンスミス会長提案の４大奉仕の会長賞を是

非取得して頂きたく思います。折角その奉仕委員に任命さ

れている今、会長の投げかけに、しっかり4つに取り組んで

みてください。会長賞100/200点、特別賞140/200点ー大丈

夫です。是非、第2分区７クラブ全体で取得し、喜びを分か

ち合いましょう。

尚、今年度のＩＭは2月12日（土）ブケ東海で行なわれます。

地区に呼応して「富士山（２・２３）」をテーマとし、いろい

ろな切り口から「富士山」を論じ見つめてみたいと思いま

す。是非ご協力ください。

クラブ管理運営委員会の役割は、クラブの効果的な管

理運営に関する活動を実施することです。ロータリー

クラブはクラブの効率的な運営を通して、初めて地域

社会に奉仕を提供し、会員を維持し、クラブや地区、

ひいては国際ロータリーのリーダーを生み出していく

ことが出来ます。せせらぎロータリーのクラブ管理小

委員会は、会場監督、プログラム、親睦活動、出席委

員会の構成であり、各委員会の責務は

●会場監督はその職に付随する任務及び会長又は理事

会によって定められた任務、今年度、土屋委員長はス

ムーズで快適な例会運営に臨みたいとの事です。

●プログラム委員会は会員の意欲を促すような例会プ

ログラムを立案することで、クラブ、地域社会、世界

における奉仕活動への参加を増やす責務があります。

効果的な例会を計画するために

①事前にプログラムの予定を組む。

②クラブが現在実施しているプロジェクト活動課題と

関連した例会プログラムにする。

③特別な日、週刊、月間等を祝う。

④予定されていたプログラムが中止になった場合に備え、

別の計画を用意しておく。

●親睦委員会、親睦とはロータリークラブで育まれる

友情です。多くの場合親睦は会員がクラブの活動やプ

ロジェクトに積極的に取り組む為の鍵となります。

以下の様な方法で親睦を深める事が出来ます。

①紹介しやすい様に会合では名札を着用する。

②会員が互いに知り合える様、席の配置を順番に変える。

③クラブの親睦や奉仕活動に配偶者や家族にも参加し

てもらう。

④誕生日や記念日を覚えておく。

⑤病気、孤独、困難な時期にある人に手を差し伸べる。

⑥�家族が他界した後の悲しみを分かち合う。

●出席委員会は出欠を記録し、出席を奨励するのを支

援する責務があります。この責務の一環として委員会

は全てのロータリークラブに適用される以下の出席の

指針を会員全員に周知させます。

①各会員はクラブの例会に出席すべきである。

②会員が出席とみなされるには、その例会時間の少な

くても６％に出席する。

③�興味探し、会員に関連のある例会となる様にする。

④欠席分をメークアップする様会員に奨励する。

⑤会員が例会に出席しない理由を探る為、アンケート

を作成する。

⑥模範的な出席記録を持つ会員を表彰する。

※会員身分の終結

ロータリアンの会員身分は理事会が例外を認めた場合

を除き、以下の理由により終結される場合があります。

①期日から３０日以内に会費を納入しなかった場合。

②ロータリー年度の各半期間において例会出席率がメ

ークアップを含めて、最低５０％に達していない場合。

③ロータリー年度各半期間において所属クラブの例会

への出席率が最低３０％に達していない場合。

④クラブ理事会の承諾なしに連続して４回例会に出席

せず、メークアップもしない場合。

以上クラブ管理委員会の役割と責務を話してきましたが、

今年度も後半年、自身の体調に気をつけ御協力お願い

致します。

委員長　渡邊照芳君

クラブ管理運営委員会 委員長　渡辺照芳君

　ロータリークラブ細則第５条第１節に遵いせせら

ぎ三島ロータリークラブ年次総会を開催致します。

会員数36名　長期欠席3名計算会員数33名　本日、出

席24名　３分の１の11名を満たしておりますので、本

日の年次総会は、成立したことをご報告致します。

指名委員会よりご報告致します。

ロータリークラブ細則第3条第1節、せせらぎ三島ロー

タリークラブ内部規定第2条に遵い　立候補者が居な

いため、会長一任になりましたので、指名委員会を設

置し、11月4日指名委員会を開催し、次のように決定致

しましたのでご報告いたします。

次年度会長　　　渡邊　照芳君

次々年度会長　　太田　政人君　会長ノミニー

次年度幹事　　　山田　定男君

次年度会計　　　根津　延和君　　

が指名委員会にて指名され各役職に当選されたこと

を宣言致します。　次年度宜しくお願い致します。

以上で年次総会を閉会致します。ありがとうございま

した。（12月3日開催）

クラブ年次総会

議長　西原克甫君

入会記念日

クラブフォーラム「クラブ管理委員会」

委員長　渡辺照芳君ガバナー補佐挨拶

ガバナー補佐　池田龍司君



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

平成22年�10月１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�  山梨� 矢岸�

  　　　中村� 太田� 小林� 石井邦　宮沢� 土屋

　　　　山田�

欠席者� 渡辺�        

オブザーバー� なし�        

司会者� 内田幹事�   記録者� 山田�  

           

①ＧＳＥ受け入れの件�     

　ＧＳＥ5名小林委員長により消防署、市役所などマ

イクロバスにて案内予定�          

②地区大会の件�     

　参加者名確認�          

③河口湖ＲＣの件�     

　タイ自転車の卓話　矢岸さん、野中さんに行って

　もらう

④伊豆中央ＲＣの件

　45周年記念例会　渡辺次期会長に出席してもらう

⑤金沢さん見舞の件

　会長が行う�          

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　          

第４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

平成22年�８月６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�  山梨� 矢岸�

  　　　中村� 太田� 小林� 石井邦　宮沢� 山田�

欠席者� 渡辺　土屋�        

オブザーバー� なし�        

司会者� 西原会長�   記録者� 山田�  

           

①例会場前掲示幕の件

　他クラブに合わせる�          

②アムナール　チャルーン件�     

　姉妹クラブか友好クラブか希望を確認する。

　根津さんにお願いしました�          

③ＲＣ事務所警備の件�     

　４クラブに合わせる　

　上限額2500円/月位でどうか

④ＲＣ綱領翻訳の件

　パスト会長アンケートにより11月に研究会の発表

　を見る

⑤９月親睦例会講演の件

　親睦委員長　大塚良重さんにお願いした�          

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　          

第２回理事役員会報告

平成22年�９月３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�  山梨� 矢岸�　渡辺

  　　　中村� 太田� 小林� 石井邦　宮沢� 山田

　　　　土屋�

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�  

           

①ＧＳＥ受け入れの件

　ホームステイ及び当クラブ案内行事

　ロータリー奉仕委員会に委ねる事に決まりました�          

②杉山隆さん・金沢征子さんの件�     

　杉山さん　リハビリの為長期休会

　金沢さん　病気静養の為長期休会

③アムナール・チャルーンＲＣの件�     

　友好クラブとして期限無しで行う

　根津さんにお願いする事

④砂漠植林の件

　奉仕プロジェクト委員会（太田委員長）に委ねる

⑤当クラブホームページの件

　当クラブホームページと各メンバーホームページ

　リンクについてＩＴ委員会に委ねる          

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      

第３回理事役員会報告

平成22年�10月29日�金曜日�  13時30分�より

ブケ東海三島     

           

出席者� 西原会長� 内田幹事�  渡辺　� 矢岸�

  　　　中村�  小林� 石井邦　宮沢� 土屋

　　　　山田�

欠席者� 山梨　太田�        

オブザーバー� なし�        

司会者� 内田幹事�   記録者� 山田�  

           

①ＧＳＥ受け入れメーキャップの件�     

　11月3日参加メンバーはメーキャップ扱いとする�          

②タイ自転車費用の件�     

　別会計で20万支出する�          

③タイ自転車来期の件�     

　本年と同期が良い

④ＧＳＥ地区費用の件

　当クラブより地区に5万円支払う�          

第５回理事役員会報告

山梨一正君：しばらくお休みして申し訳ございません。

今日は体調が良いので出席しました。よろしくお願いします。

兼子悦三君：体調不良の為、例会出席できず申し訳あり

ません。一生懸命回復の為頑張っています。

澤田　稔君：欠席がちで申し訳ありません。ボケずにな

んとか生きております。ありがとうございます。

加藤正幸君：パッケージプラザカトウでは明日までセー

ルを行なっております。何か必要なものがありましたら

御利用下さい！ポケットへチラシを入れさせていただ

きました。

米山晴敏君：早退します。

スマイルボックス
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