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会長挨拶

遠藤君、岡君、鈴木（政）君、山本（良）君、山口（雅）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

29/34　　 　85.29%　　　　30/34　　 　88.24%

25/30　　 　83.33%　　　　　　　　  　34名

司会：土屋　巧君　指揮：山本　章君

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．

11月10日　　岡　良森君会員誕生日

本日は、新年初めてのクラブ例会

です。あらためまして、新年明け

まして　おめでとうございます。

本年もよろしくお願い致します。

いよいよ、後期半年が始まりまし

た。残り6カ月ご協力宜しくお願

い致します。

せせらぎ三島ロータリークラブ 検索

ロータリー活動からご報告致します。

1/16(日曜日)静岡第1分区～第4分区の米山記念奨学

生のカウンセラー研修会が米山梅吉記念館で開催さ

れ当クラブから兼子カウンセラーが御出席して下さ

いました。お忙しい中ありがとうございます。

1/14(金曜日)国際ロータリーのオンライン会員紹介

プログラムができたそうです。会員増強部は、入会関

し入会を希望する方、転移先のクラブ入会を希望する

移転ロータリー先の紹介等をオンライン化したそう

です。

1/18(火曜日)2011-2012年度　R I テーマが発表され

ました。

「こころの中を見つめよう　博愛を広げるために」

ガバナーの　1月ニュースレターに会長賞プログラム

において今年度新たに導入された得点表について再

度検討して欲しいとのことです。そして３月末までの

３カ月間にクラブが活動やプロジェクトを実施して

受賞資格を満たして欲しいそしてクラブの90%が締め

切りまでに得点表を提出しそのうちの60%が会長賞の

受賞資格を満たしてほしいとガバナーは、希望してい

ます。当クラブも残り３カ月を各委員長様には再検討

をして頂き当クラブも協力したいと思いますので宜

しくお願い致します。

本日のクラブ協議会は、５代奉仕委員会の前期経過報

告です宜しくお願い致します。　

1/14(金曜日)大房パスト会長、内田幹事と私３人で「文

部科学省」へ「平成22年度キャリア教育優良団体」の大

臣表彰状を戴きに行ってまいりました。

1/19(火曜日) 三島市長を訪問致し当クラブが「平成

22年度キャリア教育優良団体」文部科学大臣表彰状を

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

戴いた旨の報告に行ってまいりました。クラブ会員

全員の喜びですので、皆様とご一緒に報告にまいり

たい旨のメールをおいれしたところ兼子君、中村君、

大房君、加藤君、石井邦夫君、内田君、そして、西原の

７名の方が御参加戴きました。お忙しい中ありがと

うございました。皆さんは、表彰理由をご存じですが

新しい会員の方々もいらしゃいますので、もう一度

表彰の活動をご報告させていただきます。

事業

三島地区職場体験活動推進事業　「ゆめワーク　三島」

推薦理由

本事業は、こどもの職業観、勤労観の育成と地域の教

育力の向上を図るため、学校及び各協力団体、協力機

関が相互に連携し、職場体験活動を通して、地域の子

どもを地域の大人が育てることをテーマに掲げ実施

しているものである。三島市8中学校(公立7校・私立1

校)の主として2年生が連続3日間の職場体験を行っ

ている。せせらぎ三島ロータリークラブは、本事業を

開始する前平成8年から青少年育成セミナーを始め、

平成10年までに計6回の体験セミナーを実施し、平成

11年度(1999年)から、三島北中学校の職場体験活動

に協力してきた。平成16年度からは本事業の推進や

役として各企業に働きかけて中学生の受け入れ先を

確保し、積極的に職場体験活動実施に協力してきた。

市内各中学校の職場体験発表会にも積極的に参加し、

特に班別ディスカッションでは、せせらぎ三島ロー

タリークラブ会員と中学生が共に意見交換する場を

大切にしてきた。かって青少年奉仕活動として小学

校の高学年と中学生を主な対象として「新世代育成

セミナー」を開催し、「職業について学ぶ」場を提供し

てきた。その精神をこの職場体験活動に生かすとと

もに、現在もクラブ内に奉仕プロジェクトを立ち上げ、

青少年育成に大いに関わっている。



ロータリー世界各地から

ＲＯＴＡＲＹ　ＷＯＲＬＤ

プログラム委員会

クラブ協議会

１月７日　　山口辰哉君

１月19日　　片野誠一君

１月20日　　兼子悦三君

１月６日　　山本　章君

１月９日　　石井邦夫君

１月15日　　片野誠一君

１月25日　　久保栄子君

会員誕生日

平成２２年９月の奉仕プロジェクトクラブフォーラ

ムにおいて、地区協議会で配布されました地球温暖

化防止沙漠緑化事業に関するDVDを上映しました。地

区ではこの緑化事業を継続的に支援しているとのこ

とで、会員の皆さんに植林の苗木の寄付をお願いし

ましたところ、２３名の方に賛同を得られました。

日本沙漠緑化実践協会に送金しました。後日、植林

されたポプラの苗木の写真が送られてきましたので、

協力していただいいた方に配布いたしました。植林

した本数は少ないですが、地球環境の保全の一助に

なると思います。

奉仕プロジェクト委員会 太田政人君

11月14日に浜松で地区大会が行われロータリー財団

委員会として参加してきました。

ロータリー奉仕委員会 小林　勝君

１、�会員増強、維持について

２、�新会員へロータリー情報伝達について

３、�「ロータリーの綱領」の日本語解釈について

４、�クラブ研修リーダー研修会について

５、�２０１０年規定審議会によりクラブ定款、クラ

ブ細則変更について

前期は会員増強委員長山本良一君、副委員長鈴木政

則君、大房正治パスト会長、委員加藤正幸君の皆様に、

大変ご協力をいただきました。ありがとうございま

した。

上記内容について、引き続き会員の皆様にはご指導

ご鞭撻下さる様、よろしくお願い致します。

委員長　中村　徹君

幹事 内田憲一君

幹事報告

2月12日　土曜日　静岡第二分区ＩＭ

伊豆洋ランパークでおこないます　

2011～12年度ガバナー補佐が決まりました

御殿場ロータリークラブ　水口正宏　君　

事務局　豊山徹也君です

１．

２．

エサ・ラディティアさん（米山奨学生）

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

入会記念日

会員組織委員会

半期出席率　89.1％。会員数減により4名休むと90％

を割ってしまいます。

出席に関しては皆様それぞれ考えがあると思いますが、

後期出席率90％以上になる様にお願い致します。

委員長　加藤正幸君出席委員会

会計委員会　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　前期一般会計中間報告は、すでに会員に報告した

通りです。

後期の予算については、会員数減少の為、厳しい内

容になりかねますので限られた予算内で大切に使い

ますようご協力お願い致します。

組織規定検討委員会

　2010年度の規定審議会に基づく、推奨ロータリー

細則が発表されましたので一部見直しを検討し、修

正したいと思います。

委員長　矢岸貞夫君会計・組織検討委員会

ロータリー内広報、ロータリー外広報のサポートに

あたり、クラブフォーラムでは各テーブルより、多

数のご意見をいただき、広報活動をしてまいりました。

前期は、報道機関等への連絡、広い範囲の広報活動

での会員増強などやってまいりましたが、残念なが

ら会員が減少してしまいました。

後期は、より一層の努力をしていきたいと思います

ので皆様のご協力、よろしくお願い致します。

委員長　宮澤正昭君広報委員会

クラブフォーラムはクラブの発展を図る為、各委員

長に事業計画を発表する場として利用して頂きました。

又、個人卓話は自分の考え方などお話して頂き大変

参考になりました。

あと半期ありますがよろしくお願いします。

委員長　鈴木政則君プログラム委員会



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

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

1月20日（木）静岡新聞掲載

友好クラブ調印片野誠一君：今年も宜しくお願いいたします。

石井和郎君：明けましておめでとうございます。今年も

宜しくお願いいたします。

矢岸貞夫君：本年もよろしくお願いいたします。

兼子悦三君：昨日、後期高齢者グループに入らされました。

これからもロータリーの方は仲間に入れてください。

山口辰哉君：寒くてゴルフをする気にもなりません。今

年からタバコをやめる努力をしています。今のところ、

もらいタバコで済ましてます。

Ｅテーブル：1月14日スナック南でＥテーブル会を開催

いたしました。会長・幹事は残念ながら表彰式で東京に

行かれておりましたので参加いただけませんでしたが、

テーブルメンバーで楽しい時間を過ごせました。ささや

かですが、スマイルします。

石井司人君：早退します。

スマイルボックス

会場監督委員会では、喫煙タイムの試みをはじめ、

より快適な例会運営を目標として今後も広く意見を

集めて行きたいと考えております。

大きな問題は起きておりませんが、昨年末から会員

の退会や病欠などでテーブルメンバーの数に偏りが

生じておりますが、急な対策は講じる予定はござい

ません。メンバー相互間の考えで任意に席の移動を

お願いしていきます。

今年度の後半も皆様のご協力をお願い申し上げます。

委員長　土屋　巧君ＳＡＡ委員会

半期出席率　89.1％。会員数減により4名休むと90％

を割ってしまいます。

出席に関しては皆様それぞれ考えがあると思いますが、

後期出席率90％以上になる様にお願い致します。

委員長　加藤正幸君出席委員会

会長テーマ

「親睦をもっと深め　心の奉仕を行動で示そう」

８月22日　夏の家族会（担当：石井和郎）

　　　　　芦ノ湖の自然を満喫しました

９月17日　親睦例会（担当：石井邦夫）

　　　　　語りべ　大塚良重さんの語り、すばらし

　　　　　かったです

10月17日　芋煮の家族会（担当：服部光弥）

　　　　　肉をお腹いっぱい食べました

12月17日　クリスマス家族会（担当：山口雅弘）

　　　　　一生懸命、子供にサービスしてくれた野

　　　　　中サンタクロースが印象的でした

12月19日　ミセスアモーれのふれあいレジデンス

　　　　　　大岡訪問（担当：石井邦夫）

　　　　　おじいさん、おばあさんがすばらしい演

　　　　　奏に喜んでくれました

委員長　石井邦夫君親睦委員会
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