
第1051回例会

　　副会長 太田政人　 幹事 山田定男　

会長　渡邊照芳君

2011.07.01（金）晴

SESERAGI-MISHIMA
ROTARY CLUB
WEEKLY REPORT

ロータリーソング  「奉仕の理想」

例会場 ブケ東海三島

TEL.055－984－0120

毎週金曜日　第1・第3 夜間例会

2011～2012年度  RI会長  カルヤン・バネルジー　

RIテーマ  REACH WITHIN TO EMBRACE HUMANITY     こころの中を見つめよう、博愛を広げるために

クラブテーマ 「会員同志の職業を理解し出来ることはし助け合おう」 会長　渡邊照芳

クラブ

週 報

事務所 三島市中央町4-9 小野住環中央町ビル2F

TEL.055－976－6351 FAX.055－976－6352

http://www.seseragi-mishima-rc.gr.jp

会長挨拶

内田君、遠藤君、鈴木君、宮澤君、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

26/32　　 　81.25%　　　　26/32　　 　81.25%

28/33　　 　84.85%　　　　　　　　  　34名

司会：山本　章君　指揮：久保栄子君

本日初めての会長挨拶でござ

います。一年間宜しくお願い

します。

私がロータリークラブに入会

させていただいたのは平成元

年１１月でした。当時三島南

ロータリークラブの名称で

幹事 山田定男君

幹事報告

１年間幹事を務めさせて

いただきます。どうかご

協力よろしくお願いいた

します。

１．

７月１日　　小島　真君

７月２日　　加藤正幸君

７月３日　　山田定男君

７月４日　　石井和郎君

入会記念日

会員誕生日

せせらぎ三島ロータリークラブ 検索

三島西クラブがスポンサークラブで発足した年でした。

チャターメンバー３０名で、わたしが入った時は３

４名でした。今年で２３年目、その間多くの会員が

入会し又多くの会員が退会しました。楽しかったこと、

つらかったこと色々な出来事があり、歴史を作って

きました。

今年せせらぎ三島ロータリークラブは３４名でスタ

ートします。今年度の私のテーマ「会員同志の職業

を理解し出来ることはし助け合おう」３月１１日に

起きた東日本大震災は日本にかってないほどの津波

と原発による被害をもたらしました。この災害から

立ち直るには日本国民全員が力を合わせ助け合わな

ければならないと思います。

第２６２０地区積ガバナーは我々は何をすべきか今

こそロータリーの真価を問われている時はないでし

ょうと言っております。

地区目標の第一に災害復興支援をあげております。

この復興は、長期になると思います。当クラブも長

期プロジェクトに災害復興支援を上げたいとおもい

ます。そしてこの災害は、被災地はもとより我々ク

ラブの会員の仕事にも少なからず影響が出ていると

思います。

我々は職業が基本であります。

ロータリークラブが誕生のとき，ポールハリス達仲

間は、仕事で助け合いクラブを作ったと聞いています。

我々も、もっと「会員同志の職業を理解しできるこ

とは助け合って行ければ良いと思います。

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今年度のRI会長カルヤン・バネルジー会長のテーマ

　【心の中を見つめよう、博愛を広げるために】

自分自身の心の中をじっと見つめて、今自分にして

欲しいとおもうようなことを、廻りの人になしその

愛を広げよう。

今年度は、１年間を通して会長挨拶はせせらぎ三島

ロータリーの会員の皆さんの職業を紹介させていた

だきます。

一年間山田幹事共々宜しくお願いします。



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

委員会報告
広報委員会

クラブ協議会

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

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：1000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　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　

平成２３年�７月１日�金曜日�  19時40分�より

ブケ東海三島     

           

出席者� 渡邊　山田　片野　山本（良）　矢岸　

　　　　山口（辰）　西原　根津　中山　兼子　

　　　　山本（章）　太田　石井（司）

欠席者� なし�        

オブザーバー� なし�        

司会者� 山田幹事�　　　記録者　石井（司）   �  

           

①新会員のロータリー教育の件

　○新会員の教育についてはパスト会長に依頼させ

　　て頂きたく要請をかける（会長）

　○古参会員と中堅会員が当たったらよい（兼子）

　○会員組織委員会が担当させて頂きたい（片野）

②東日本大震災復興の件

　○復興支援スマイルの要請が地区からあったが、

　　せせらぎ三島RCでは独自の方針を出す方向であ

　　る（会長）

③夏の家族会の件

　○夏の家族会は8月21日に企画予定（中山）

　○親睦例会について

　　7月15日の予定：スポーツ吹き矢のゲームを用意、

　　　　　　　　　新会員の歓迎会

④その他

　今年度の例会は禁煙例会として実行（SAA）

　

第１回理事役員会報告

委員長　片野誠一君会員組織委員会

会員組織委員会は、ロータリークラブを理解してい

ただくと共に、各委員会との連携を保ち、クラブ運

営の充実をはかっていきたいと思います。

1．�ロータリー情報の提供

2．�会員増強と維持（クラブ1名増強）

3．�新会員との対話

4．�会員選考・職業分類

委員長　大房正治君会員増強委員会

各クラブは、一事業、一専門職務、または一種類の社

会奉仕に偏らないバランスのとれた会員構成を有しな

ければならない。

会員の維持率を高めるために、クラブは、会員と地域

社会にとっての重要性を保ち、クラブのプログラムと

地元地域社会への奉仕を改善し、個々の会員を効果的

に従事、参加させ、その関心を絶えず引き付けるよう

な対策を講じるべきである。（手続要覧による）

①退会者の理由は？

仕事の変化のため・人間関係・例会のマンネリ化等が

考えられます。

②入会者を増やすためには、ロータリアンの皆様が例

会並びに事業や行事に参加していただき、ロータリー

に関心を持ち、ロータリーが楽しくて大好きにならな

ければ、入会者を勧誘しても説得力がありません。

奉仕プロジェクトとして二つの重点奉仕にクラブと

して全力を傾注する、また、単年度でなく奉仕に継

続性をもち数年間継続するこれもＲＩの要望であり

ます。当クラブの事業は単年度事業もあり継続性の

事業もあります。

地区ガバナーまた当クラブ渡辺会長の方針でありま

す、東日本大震災復興支援はまさに奉仕事業であり

ます、私たちは地域社会のニーズを吸収し会員の英

知を集め、継続性のある奉仕活動を選択してクラブ

の長期計画を作成します。

１．国際奉仕委員会の長期継続事業となりました、

　　タイ放置自転車贈呈事業をバンコクスリオンク

　　ラブの協力にて１１月４日に実施。今回で９回

　　目の事業となります。

２．青少年育成委員会の「３年後の自分への手紙」

　　事業の実施

委員長　山本良一君奉仕プロジェクト委員会

委員長　山口雅弘君国際奉仕委員会

継続事業として続いている放置自転車贈呈事業は今

回で事業開始から9年度、9回目となり、事業として3

年毎の継続見直しの年度でもあります。

2011年度は、バンコクスリウォンＲＣの協力で、ア

ムナートチャルーン県を中心に地元のアムナートチ

ャルーンＲＣ，ムーンリバーＲＣと11月4日に実施を

予定致しております。

また、今年度も河口湖ＲＣから実施の希望があり、

これを受け入れ、合同で実施する方針でおります。



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

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　矢岸貞夫君ロータリー奉仕委員会

ロータリー奉仕委員会としては、クラブロータリー

財団委員会の最も重要な責務の１つとして、ロータ

リー財団について会員に理解してもらうことです。

従って、本年は機会があるごとに１つずつ事業内容

について説明したいと思います。

事業内容としては・・・

①「未来の夢計画」に向けて

②国際親善奨学金制度と奨学生募集について

③研究グループ交換（GSE）事業とメンバー募集に

　ついて

④地区補助金の募集とマッチング・グラントについ

　て

⑤財団学友会（山静学友会）の活動について

⑥活動を支える財団への寄付及びロータリーカード

　のお願い

⑦ポリオプラスと２億ドルチャレンジについて

以上の７項目です。

ご協力お願いいたします。

�     

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

委員長　望月保延君職業奉仕委員会

今年度職業奉仕委員長を仰せつかった望月です よろ

しくお願いします。

さて今年度はそれぞれの委員会活動も有るとは思い

ますが やはり今回の東日本大震災に対しどの様に対

処していくかがメインテーマになると思っています。  

先ずせせらぎ三島ロータリークラブが継続的に何を

すべきか何が出来るのかをしっかり見極めて一年間

やっていきたいと考えています。

それと社会奉仕委員長の山本良一さんと連携をとり

少しでも皆様のお役にたてれば幸せです。

委員長　山口辰哉君広報委員会

広報委員会の役割は、ロータリーに関する情報を一

般の人々に広め、クラブの奉仕プロジェクトや活動

を広報することです。近年、IT化が広報のいちばん

の手段であるように言われ続けているように思われ

ますが、関係ないと思っている方が私たちロータリ

ークラブのホームページを見ることは稀であると思

います。一般の方たちに広めるにはやはり新聞やテ

レビといったマス媒体を利用することが重要なので

はないでしょうか。

他クラブの方たちに恥じないホームページを作って

いくにはそれなりの予算も必要だと思いますが、現

状ではそれはできない相談だと考えます。しかし、

可能な限りその充実を図っていただきたいと思います。

ロータリー外広報の方には報道関係者との交流を深

めてもらい、必要と思われる行事に関してはニュー

スリリースを作って発信してもらいたいと思います。

委員長　中村　徹君

IT化・ロータリー内広報委員会

１、ホームページ、週報を出来るだけ充実するよう

　　広報委員長共々心がけたいと思います。

２、「ロータリーの友」の記事を出来るだけ、毎月

　　第一例会で紹介したいと思います。

委員長　兼子悦三君

ロータリー外広報委員会

広報（外）はロータリーおよび当クラブの存在をPR

する担当です。少しでも多くの人々にロータリーの

存在をPRするよう努力します。特に本年は東北の大

震災にロータリーとしての貢献をPRしたい。

また、タイ国の子どもたちへの中古自転車の贈呈が、

タイ・スリウォンロータリークラブでの100回記念が

近々あると思われますので、そのPRを一般の方にも

知ってもらうための広報等も考えています。これら

を達成するために新聞社等マスコミとの接点を考慮

したいと思います。



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

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
片野誠一君：新年度も宜しくお願いします。

西原克甫君：渡邊会長、山田幹事年度が始まりました。

これから一年間頑張ってください。

澤田　稔君：渡邊会長、山田幹事、理事・役員・委員長、

皆様の年度のご成功をお祈りします。渡邊・山田組が

んばれ！拍手！

中村　徹君：いよいよ新年度がはじまりました。渡邊

会長、山田幹事さん、役員の皆さん1年間よろしくお願

い致します。

米山晴敏君：渡邊会長、山田幹事1年間頑張ってくださ

い。最大の協力をさせて頂きます。

山田定男君：幹事役を1年間やらせて頂きます。初めて

の経験です。色々お世話をお掛けします。

加藤正幸君：渡邊年度、皆で頑張りましょう。パッケー

ジプラザカトウでは7/5～7/9までビッグセールを行

います。何かありましたらご利用ください。チラシを

入れさせてもらいました。

土屋　巧君：渡邊会長、山田幹事、新理事の皆さん、こ

れから1年よろしくお願いします。微力ながらご支援

申し上げます。

内田憲一君：渡邊年度、皆様頑張ってください。私本日

隣組組長でどうしても都合がつかず欠席します。私は

前年度幹事だったので本年も精一杯フォローをいた

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

大房正治君：渡邊会長、山田幹事、1年間頑張ってくださ

い。

山口辰哉君：新年度の始まりです。会長・幹事他皆々様、

今年度もよろしくお願いします。

中山和雄君：渡邊会長、山田幹事、親睦委員の皆様、1年

間親睦委員長を務めさせていただきます。よろしくお

願いいたします。また、会員の皆様、1年間ご協力をお願

いいたします。

兼子悦三君：今日から渡邊年度。飛躍の年度にして下さ

い。幹事の山田さんも頑張ってください。援護射撃しま

す。

太田政人君：新年度のスタートです。渡邊会長、山田幹

事、1年間舵取り宜しくお願いします。

矢岸貞夫君：西原年度最後の例会を欠席してしません

でした。新会員をむかえ、渡邊年度がスタートです。皆

で盛り上げていきましょう。

石井邦夫君：渡邊会長、山田幹事、新年度入りでどんな

例会になるかみんなが楽しみにしています。又、中山親

睦委員長今年1年頑張ってください！

久保栄子君：渡邊会長、山田幹事1年間よろしくおねが

いします。

岡　良森君：渡邊・山田年度の初仕事やってきました。

“3年後の自分への手紙”セット、三島、函南教育委員会

に届けてきました。1年間がんばります。

新入会員　入会式

小島　真君 杉山順一君
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