
第1059回例会

　　副会長 太田政人　 幹事 山田定男　

会長　渡邊照芳君

2011.09.02（金）雨

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、田中君、中村君、服部君、望月君、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

22/34　　 　64.71%　　　　26/34　　 　76.47%

26/33　　 　78.79%　　　　　　　　  　35名

司会：山本　章君　指揮：久保栄子君

本日は、静岡第2分区水口正

宏ガバナー補佐の訪問をいた

だいております。後ほどご指

導をいただけると思います。

水口ガバナー補佐、よろしく

お願いいたします。

本日は、大房正治君の職業紹

幹事 山田定男君

幹事報告

地区大会の仮登録のお願いがきております。出席

義務者の方は後日発表させていただきますので、

宜しくお願いいたします。

9月16日（金）は三島西RCとの合同ガバナー公式訪

問となっております。

１．

２．

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

委員会報告

ロータリー奉仕委員会 委員長　矢岸貞夫君

９月６日　　宮澤正昭君会員誕生日

せせらぎ三島ロータリークラブ 検索

介を、させていただきます。

大房君は、この4月に行われました統一地方選挙で、

2回目の当選を果たし三島市議会議員をつとめており

ます。そして夜は、奥さんが、おかみで経営してお

ります、家庭料理「きみか」で接待係として働いて

おります。今の家庭料理きみかは、お母さんが40年

以上やっていたお好み焼き店を、12年程前に新築し

たおり奥さんが家庭料理の店として、新たにオープ

ンいたしました。ちなみに奥さんは、広小路にあり

ます割烹料理店ときわの娘さんで、お父さんから厳

しく、しこまれたそうです。今は完全予約制という

ことですので、おいしい料理、お酒もたくさん揃え

てありますのでぜひ利用してやってください。

大房君は、今は三島市議会議員として政治の世界で

活躍しておりますが、大学を卒業後、東京の山種証

券で、2年半そして三島に戻りユニバーサル証券で永

年証券マンとして勤め50歳を過ぎゴルフ場の営業か

ら支配人と転職しました。そして5年前に三島で生ま

れ、三島で育った三島市が、今のままで良いのかと

いう思いに駆られ、三島に少しでも恩返しがしたい

という思いで、市会議員に、立候補を決意したと言

っておりました。

今まで仕事を通してつらかった事は、証券マンの頃

お客様に買ってもらった株がさがり、お客様の不満

を受け止めなければならなかったとき。しかし証券

会社・ゴルフ場の仕事を通して多くの人と出会いが

あった事で自分自身が勉強し、その人達と大事につ

き合わせてもらってきた事、今の政治の世界でも非

常に生きている思う。そしてこれからも人との出会

い「一期一会」を大事にしていきたい。今一つ好き

な言葉に「捲土重来」があります。これは、負けた

時から自分の欠点を直しさらに向上してはい上がっ

水口正宏ガバナー補佐（御殿場RC）

豊山徹也君

（ガバナー補佐事務局・御殿場RC）

ようこそせせらぎ三島
ロータリークラブへ

「地区ロータリー財団セミナー」報告

①国際親善奨学生の推薦

②地区補助金による社会奉仕活動

③マッチング・グラントによる海外支援

④ＧＳＥメンバーの推薦及び受け入れ

⑤ＧＳＥリーダーの推薦

⑥学友会（紹介と報告）

⑦ポリオプラス・パートナーの参加

以上の内容のセミナーでした。

卓話矢岸貞夫君：8月19日、胆のう全摘手術を受けました。

まだ傷口が痛みますが頑張って例会に出席する事が

出来ました。ありがとうございます。

西原克甫君：今年もメーカー協賛にて紳士服の展示予

約会を来週の9月9日、10日金、土曜日の2日間、「しらゆ

り」のお店にて開催しておりますので是非おでかけく

ださい。お待ちしております。

久保栄子君：8/21夏の家族会に出席できず残念でした。

申し訳ございません。

大房正治君：岩手県の被災地に行ってきました。一部

の写真をテーブルに廻します。

石井司人君：長女に3人目の子供が誕生しました。男子

です。孫はこれで5人目になりました。

スマイルボックス

てくる事であります。学生時代の野球、そして社会

に入り証券会社、ゴルフ場、そして政治の世界と色々

挫折も味わってきた人の重みのある言葉だと思いま

す。私も大房さんとは永い付き合いですが、最近少

し角が取れ丸くなったような気がします。以前も魅

力がありましたが、今の大房さんは懐が深くなった

ような気がします。どうかこれから後60年生きて120

歳までに三島市長をやっていただき、三島を日本の、

そして世界に誇れる街にしてもらう様がんばってく

ださい。



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
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世界中で展開されているポリオ撲滅活動は終盤

にさしかかっており、 ロータリーの2億ドルの

チャレンジ では、これまでに1億8,500万ドルが

集まっています。このチャレンジは、来年の6月

30日まで展開される予定ですが、募金活動は、ポ

リオが完全に撲滅されるまで継続しなければな

りません。  

多くのクラブがこの活動を支援しています。例

えば、オーストラリアとニュージーランドのロ

ータリアンは、20世紀フォックス社との協力の下、

2月に、映画「コンビクション（Conviction）」のチ

ャリティ上映会を開催し、2億ドルのチャレンジ

へ5万4,000ドルを集めました。フレモント・ウォ

ーム・スプリングス・サンライズ・ロータリー・ク

ラブ（米国カリフォルニア州）は、3月にファッシ

ョンショーを開催し、5万2,000ドルを寄付しま

した。また、ポンディチェリ・コスモス・ロータリ

ー・クラブ（インド）の支援を受けた高校の3,000

人の生徒が、1週間にわたるプロジェクトを実施

し、2万5,000ドルを集めました。  

第１５回理事役員会報告

卓話山本　章君：先週金曜日やっとおじいちゃんになりま
した。みんなが言うとおり、孫はとってもかわいいです。

山口辰哉君：本日、広報委員会のクラブフォーラムです。

クラブフォーラムは公開討論ということです。よろし

くお願いします。なお、家族会参加できません。申し訳

ありません。

中山和雄君：業務打ち合わせの為、早退させていただ

きます。21日の家族会、参加が少なく淋しいですが楽

しい会にする為、岡親睦副委員長が頑張っています。

よろしくお願いいたします。

澤田　稔君：新入会員の方々、私澤田稔は一応メンバ

ーですので、今後ともよろしく。出席免除のメンバー

です。

石井和郎君：21日、都合が悪くなり出席できません。宜

しくお願いします。

スマイルボックス

日本一コロッケを企画した三島商工会議所青年部
内田聡会長に協賛金を渡す

卓話

奉仕プロジェクト委員長　山本良一君

タイ放置自転車贈呈事業の継続について

国際奉仕委員会今年度目標に「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、

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。」とありますので今回のクラブフォー

ラムはタイ放置自転車贈呈事業の継続について各テ

ーブルで討議いただきました。

タイスリウォンクラブではタイ国内の中・高等学校は

約13,500校、これらの学校に通う生徒は約400万人で

すが、多くの学生は炎天下、遠距離の徒歩通学を強い

られている状況です。このような過酷な通学環境を少

しでも緩和するため、通学の手助けとなる支援をする。

日本の放置自転車をタイ国内の学校に贈呈し、遠距離

通学を強いられている学生に対して学校を通じて貸

し出すプロジェクトです。当せせらぎクラブの負担は

タイスリウォンクラブに収める25万円の負担金ですが、

この金額は放置自転車460台分（組み立て後の実際の

贈呈数は450台）タイ国への輸入通関費用（輸入税は無

税）、バンコク港から組み立て作業場、各県の贈呈先ま

での輸送費。コンテナがバンコク港に到着するまでの

全費用は、財）自転車駐車場整備センターが負担。

各テーブルにて討議の結果は

１．良い事業なので継続

２．10年を一区切りとし隔年実施

３．100回（10年間）の記念の年度に１つの区切りも必要

４．100回まで継続したら（予算があれば）その時点で

　　再検討

５．基本的には継続で回数も多くなったのでできれば

　　全員参加の事業にしたい

６．10年もの国際交流が出来たので、この関係を絶や

　　さない方が良いとは思う

エサ・ラディティアさん（米山奨学生）

ようこそせせらぎ三島
ロータリークラブへ

委員長　小林　勝君ロータリー奉仕委員会

9月24日は杉山隆君の卓話になっていますが　手の手

術の為卓話者の変更です

クラブフォーラムを行います　

テーマ　楽しい例会をする為に

委員長　鈴木政則君

委員会報告
プログラム委員会

９月１７日親睦例会にて

女優　大塚よしえ様による「語り部」を行ないますの

で、皆様参加してください。

委員長　石井邦夫君親睦委員会

さまざまな募金活動で

　　「2億ドルのチャレンジ」を後押し

委員会報告
IT化・ロータリー内広報委員会

委員長　中村徹君

「ロータリーの友」2011年9月号紹介

１、横組：26ページ「ロータリーの綱領」の

　　和訳について2

「綱領の和訳」の問題点のハイライトを企画して2690

地区パストガバナー鳥居滋さんが今年2月号に引き続

き、討議内容について経過報告をしています。それに

よると「正訳」と判断する拠り所は必要条件として

①、英文法にかなっていること、

②、日本語の語彙の選択が適切である事。必要克充分

条件としては

③、わかりやすい日本文になっている事としています。

引き続き4名の方が「The Ideal of Service」の歴史的

考察、「The Object of Rotary」の日本語訳、クラブ定

款第4条の文法的解析と問題点、更には東大阪みどり

RCの方がロータリー定款Objectの成立過程について

と題して意見を述べています。

２、縦組み：14・15ページ　Eクラブはロータリーでは

　　ないのか、Eクラブの創立に思う

以前A4サイズに「日本ロータリーEクラブ2650への

Make-Upの手順・方法」として皆さんにお知らせしまし

たが、2010年規定審議会を受けて日本にもEクラブが2

クラブ創立されました。それに関する投稿です。

毎週の例会に出席する事による、会員相互の親睦や、

クラブとしての具体的な奉仕活動はどうなるかですが、

Eクラブの会長の時間をwebで聞く限りは、会員各自の

自覚次第だと思われます。会員が増えているのも、ホ

ームページの内容が充実している為かと思います。

皆 さ ん に は 是 非 E ク ラ ブ の ホ ー ム ペ ー ジ

http:/rotaryeclub2650japan.org/を訪問してみてく

ださい。

せせらぎ三島ロータリークラブの皆様こんばんは。

当初のスケジュールでは、7月の初回訪問でご挨拶申

し上げる予定でしたが、私の体調不良でかなわず、

ガバナー公式訪問が2週間後に迫った今夜、あらため

て参上した次第です。まことに申し訳ございません

でした。

今年度、積ガバナーはロータリーの理念として、急

激な変革は望まない。高潔さを重視したい。それに

は親睦と職業奉仕を中心にした魅力あるクラブづく

り、品格あるクラブづくりに努めようと言明されま

した。しかし、私たち日本のロータリアンの喫緊の

課題は、3月11日の東日本大震災の復興支援です。そ

の意味においても、渡辺会長の仰る「会員同士の職

業を理解しよう、出来ることは助け合おう」は、積

ガバナーのお考えとぴったりマッチするものです。

積ガバナーは私の高校の2年先輩であり、貴クラブの

兼子悦三先輩も同期生だそうで、いっそうの緊張を

感じています。16日の公式訪問の際もどうぞよろし

くお願い申し上げます

ガバナー補佐挨拶
静岡第2分区ガバナー補佐　水口正宏君

※紙面の都合でスマイルは次号に掲載します。
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