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会長挨拶

石井（司）君、遠藤君、大房君、山本（良）君、米山君、渡辺君

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

26/29　　 　89.66%　　　　26/29　　 　89.66%

23/29　　 　79.31%　　　　　　　　  　33名

司会：久保栄子君　指揮：土屋　巧君

副幹事 山田定男君

幹事報告

長泉ロータリークラブより、観桜会の参加お誘い

案内が来ております。

４月６日１８時より　御殿場高原ホテル　

参加希望の方は幹事まで申し出てください　 

豊岡三島市長より平成２３年度緑の募金運動へ

の協力お願いが来ております。昨年同様の協力し

て下さいとの事です。

川村三島市教育長より平成２３年度三島地区中

学生職場体験事業の生徒受け入れ依頼の文章が

届いております。メンバーネームポケットに各入

れてありますので特別の協力をお願い致します。

１．

２．

３．

11月10日　　岡　良森君会員誕生日

こんにちは、ロータリー情報をお

知らせします。

5/4に開催される、米国のニュー

オーリンズRI国際大会の基調講

演は、ビル・ゲイツ氏に決まった

そうです。

最近地震のニュースが気になり

せせらぎ三島ロータリークラブ 検索

ます。先日の静岡新聞の社説に「火山と共存の仕組みだ」

のテーマで書いてありました。「地震と噴火の安心情報」

気象庁は、今月31日から伊豆東部火山群の「地震活動

の予測情報」と「噴火警戒レベル」を導入、運用を始め

るそうです。　この二つはマグマ活動による群発地震

と噴火に対応する"安心情報"です。

1989年7月、伊東市の沖合約3.5キロ、手石海(かい)丘

(きゅう)での海底火山の噴火から約22年。観測体制の

充実や観測機器の精度の向上、前回の噴火活動の分析

など理科学的な知見により、火山と人間が共存できる、

公的機関による仕組みが確立されたそうです。「地震

活動の予測情報」の導入は全国初めてで、マグマ上昇

による活発な地震活動が見込まれ、有感地震が発生し

た際に最大地震の規模や震度、回数、活動期間などの

予測内容を発表するそうです。活動が収まった段階で

終息を明らかにし、安心をアピールする根拠となる。

安心して観光地に来て戴ける目安になる。「噴火警戒

レベル」は、5段階で火山に対する住民や行政の防火対

応を示しているそうです。伊豆東部火山群は火口の位

置が定まっていない。移住域に現れる可能性もあるた

め、噴火の可能性が高まれば、火口周辺規制(レベル2)

などを経ずに平常(レベル1)から避難準備(レベル4)

へと引き上げる。導入に伴い、火口が生じ、噴火の影響

が及ぶ可能性のある範囲が地図上に示された観光地

はマイナスと受け止めた関係者も少なくないが、その

認識はもうあらためてもらいたい。1978年以来、伊豆

小泉一夫さん（山口（辰）君のゲスト）

ようこそせせらぎ三島
ロータリークラブへ

東部地域では、46回の群発地震活動が発生したが、噴

火は1度だけ。群発地震から噴火に至る確率は2～3%

だそうです。さらにマグマの出現位置の特定が高い

精度で可能になっていることから、避難対象地区も

絞り込めるようになっているそうです。伊豆半島は

温泉をはじめ、景勝地など火山がもたらした観光資

源で成り立っている。火山の恩恵だけを享受してい

る時代ではない。地域住民一人一人が火山の恵み、危

険を正しく理解した上で観光に生かすことが今まさ

に求められている。云々とあり。

これを認識して「伊豆半島ジオパーク構想」等でおお

いに伊豆半島が活性化することを願います。

又、皆さん自宅、会社の地震対策は、万全ですか???

こんなに頻繁に静岡県の地震情報が報道されるのは、

いよいよ駿河湾地震が起こる可能性が高いのでしょ

うか心配です。



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

入会記念日 ３月11日　　根津延和君

３月16日　　山口雅弘君

中山和雄君：次週は親睦例会となります。今日は先週も

お伝えしましたようにスポーツ吹き矢を計画いたしま

した。テーブルごとの試合とし、１位１万、２位８千円、

３位６千円、４位４千円、５位２千円の賞金を付けます

ので、テーブル会の費用に足してください。

山口辰哉君：本日卓話です。話すことがないので友人に

お願いしました。よろしくお願いします。

石井邦夫君：3月７日レストランじゅんにてせせらぎ三

島ＲＣ有志による宮沢正美県議を励ます会を行いました。

残金をスマイルします。

小林　勝君：仕事のため早退いたします。

スマイルボックス

古くからの友人であります山口さんの代わりに本日の

卓話を担当させていただきます小泉と申します。

仕事はイベントを主業務としており、直接クライアン

トから受けるケースと山口さんのような広告代理店か

ら受ける場合があります。今日はイベントの話を簡単

にさせていただきます。

私どもではここブケ東海三島がかつてセレモニア鶴寿

であったときに、かなりの数のディナーショー、ウェ

ディングファッションショーなどを担当させていただ

きました。その後、次に示しますような外資系の会社

を中心としたイベントを実施しております。

Sports Event       

NIKE JAPAN  3on3バスケットボール 制作・演出・運

営� 

MLBイベント　制作・演出・運営・映像制作

NBA JAPAN GAMES　販売・PR・演出 

Real Madrid JAPAN Tour  運営・演出・事務局・販売

Red Bull Circle Of Balance 運営・演出・事務局・

販売

BC One 運営・演出・事務局

BC One Tokyo  運営・演出・事務局・ビザ

Motor Sports       

CAMEL Moto GP Promotion PR・運営

FOCA  F1 Japan GP 交通策定マニュアル製作

Automobiles    　 

Opel  冒険大賞　運営  東京モーターショー　演出

Saab  横浜国際港祭り　企画・演出・運営

Rolls‐Royce  シルバーセラフ新車発表会　演出・運

営

Bentley  新型車発表会　演出・運営

GM  社内コンベンション

Land Rover  新車発表会　演出・運営

ハイエンドアウトドアイベント　運営

Audi  Hotel show　運営・演出

スノーイベント　運営・演出・コース設計製作

サーキット走行会　運営

プレスイベント　運営

サマージャズコンサート　運営・演出

Music Event      　

TV東京� ロック富士山コンサート　企画・運営・販売

EMI　新人コンベンション　演出・運営

King's Singers 2010 JAPAN Tour　主催・運営・販売

Others

宮城県�アートプロデューサー養成講座　講師

横浜市�ステージワークショップ　講師

委員長　鈴木政則君プログラム委員会

2月23日、ロータリーの創立106周年を祝って、世界

各地のロータリアンがポリオ撲滅活動に対する認識

を向上させようと、さまざまなイベントを催しまし

た。 

同日の朝、国際ロータリーの代表が、ポリオワクチ

ンの主要製造元として撲滅活動に参加してきたサノ

フィパスツール社と共に、欧州の取引市場4箇所（リ

スボン、アムステルダム、ブリュッセル、パリ）で、

取引開始の鐘を鳴らしました。また午後には、クリ

ンギンスミスRI会長とサノフィパスツール社のマイ

ケル・ワトソン氏が、ニューヨーク証券取引所で講

演を行い、取引終了の鐘を打ち鳴らす予定です。 

同日夕方には、ニューヨーク証券取引所ビルの外壁

に、ロータリーのメッセージ「END POLIO NOW」の

ロゴが投射されます。これは、ポリオ撲滅の支援を

目的としたドラマチックな広報キャンペーンの一環

で、世界中の有名建造物でもメッセージがライトア

ップされます。これらの有名建造物には、ローマの

トレビの泉（イタリア）、ハーグの議事堂（オラン

ダ）、ケープタウンのサーカー場（南アフリカ）、

ランターン祭の門（台湾）、金沢城（日本）、カラ

チの政府ビル（パキスタン）、ソウルのプラネタリ

ウム（韓国）、モール・オブ・アジアの地球儀（フ

ィリピン）、ビブロス城（レバノン）、ハイデラバ

ードのカール・ミナール塔（インド）などが含まれ

ます。ライトアップの様子を写した写真は、2月24

日よりウェブサイト（ http://www.rotary.org ）

にてご覧いただけます。 

運営委員　矢岸貞夫君米山運営委員会

卓話

委員会報告

（株）IPS　代表取締役　小泉一夫さん

卓話者の変更

１．　３月　４日　　鈴木政則君

２．　４月　１日　　土屋　巧君

３．　５月２０日　　山本　章君

奉仕で結ばれる人間社会

ロータリーの創立106周年を祝う

ＲＯＴＡＲＹ　ＮＥＷＳ

名古屋東南ＲＣ米山記念館訪問について

４月13日（水）１４時～　

（名古屋東南RCの到着は、１４時半予定です）

参加できる方の希望をとりますので、よろしくお願

いします。
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