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会長挨拶

内田君、遠藤君、岡君、田中君、西原君、望月君

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

27/34　　 　79.41%　　　　27/34　　 　79.41%

28/34　　 　82.35%　　　　　　　　  　35名

司会：山本　章君　指揮：久保栄子君

本日は、加藤正幸君の職業紹

介をさせていただきます。

加藤君は（株）カトウニーズ

の代表取締役で、業種は包装

資材・電飾・イベント用品・

日用雑貨・包装用品の卸業

幹事 山田定男君

幹事報告

10月28日の例会は米山記念館での移動例会です。１．

９月９日　　服部光弥君

９月27日　　米山晴敏君

10月１日　　土屋　巧君

入会記念日

会員誕生日

委員会報告

国際奉仕委員会 委員長　山口雅弘君

せせらぎ三島ロータリークラブ 検索

と一般販売をやっております。今の会社の前身は、

お父さんが木工所をやっており当初は、木の経木と

か木箱・キャンディーの棒などをつくっていたが、

木からプラッスチックや紙製品に代わっていき加藤

さんが、20歳の時に今の業態に変えたそうです。

加藤さんは、学校卒業後2年間東京の同業者で修業し、

これからの包装業界の流れがどうなっていくかを勉

強して、今の会社を起こしました。この仕事をして

約40年、この業界は非常に景気に左右される業界で

あり、取引先（スーパー等）が統廃合になると今ま

での仕入れ担当が変わり取引条件が厳しくなったり、

出来なくなることがあり、今も大変だと言っており

ました。

しかしこの街で生まれ・育ち・仕事をしていると色々

な人とつきあいができ、区の役員又ロータリークラ

ブに入った事もそうだがボランティアを、やらせて

もらう機会が増えてきた。これは直接は仕事に帰っ

てこないが、いつかそれを認めてもらえる時がくる

と思う。大手スーパー等の卸の仕事だけでなく、個

人商店又一般消費者への販売にもつながっていくの

ではないかと思う。仕事をしてきて、つくづく思う

ことは、［信頼］を得ることが、いかに大事か信頼

を作るには時間もかかり、それを維持する事はもっ

と大変である。

今いくつかの企業の要望で、ラッピング教室を開き

ラッピングの指導をしているが、このラッピング教

室を今後、大人だけでなく児童にも教え,包装の楽し

明松真一郎さん（石井（邦）君のゲスト）

川村結里子さん（加藤君のゲスト）

ようこそせせらぎ三島
ロータリークラブへ

　タイ自転車贈呈式まで、後２週間余りとなりまし

た。

参加される団員ならびに、諸先輩のご指導ご協力に

より、ほぼ準備が整いました。

タイの方々との交流を深め、帰国後、大成功のご報

告が出来ますよう、

ロータリアンとして最後まで皆で協力してまいりま

す。」

 

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

さ、重要さを広めていきたいといっておりました。

私も、会社に毎年クリスマスの時期にイルミネーシ

ョンを飾りますが、建物を飾る事、品物をラッピン

グして飾る事、自分も楽しみ、人にも希望を与える

事ではないかと思います。そんな夢を生み出す品物

がたくさん加藤さんの店には、あふれております。

皆様も一度顔を出してみたらいいと思います。



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

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

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

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

理事会報告

出席者　渡邊　山田　片野　西原　矢岸　山口(辰）

　　　　太田　中山　根津　兼子　山本(良）

　　　　山本（章）　石井（司）

①新会員オリエンテーションの実施について

　日時予定：平成23年10月14日（金）11：00～12：00

　開催場所：ブケ東海三島

　1時間の時間内で新入会員にロータリーの知識、ク

　ラブの活動について理解していただくために企画。

　４大奉仕について特に説明する。

　対象会員は杉山隆・久保栄子・服部光弥・小島真・杉

　山順一・田中錦城　以上６名

第３回理事・役員会議事録

さまざまな募金活動で

　　「2億ドルのチャレンジ」を後押し

卓話

石井邦夫君

世界の中のアジア、中国

アジアの状況　①人口動態からみたアジア

人口ピラミッド、若年層比率、人口ボーナス終了時期

から総合して考えると、人口動態の面から見て今後長

く成長維持が期待できるのは、フィリピン、インド、マ

レーシア、インドネシア、ベトナムの順。

中国の問題点　①地域格差

発展の遅れている地域住民からの不満感は長い年月

にわたってくすぶっている

中国政府は、チュニジアやエジプトにおける民衆蜂起

が中国に波及するリスクを懸念

中国の問題点　②地方政府の債務問題

2008年リーマンショック後に中央政府が４兆元の景

気刺激策を打ち出したことをきっかけに、地方政府は

競って地元のインフラ整備に向けた借り入れを無計

画に膨らませた。

２００９年春ごろから中央政府が不動産関連規制を

急激に強化してきたため、これまで税収のうち３～４

割占めていた不動産関連税がほとんど見込めなくな

った。

影響：銀行を通じた借り入れが主体となっているため、

不良債権化することによる銀行の財務悪化の不安感

が強まっている。

※参考：1997年頃の銀行の不良債権比率は25％程度→

国が買い取った

中国の問題点　③環境問題

問題点：水質汚染、大気汚染、交通渋滞

対策：石炭火力発電偏重のエネルギー構造改善を目指

す

10月５日　　鈴木政則君入会記念日

講師：アイザワ証券投資リサーチセンター　
　　　明松真一郎さん

せせらぎ三島ＲＣ　新会員オリエンテーション実施報告書

                                                                 

　　平成２３年１０月２１日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　担当委員会：会員組織委員会

                                                                

委員長　　片野誠一

                                                                

副委員長　根津延和

                                                                

委員      宮澤正昭

開催日時：平成２３年１０月１４日（金）午前１１時～１２時

（第２昼例会の前）　

開催場所：ブケ東海三島

                                                                            

（敬称略）

出席者�　　　　　　　　　　対象新会員� 杉山　隆　　

H20,12,5入会� スポンサー�鈴木政則�土屋　巧

   久保栄子　　H21,1,25入会�    ：�大房正治�山田定男

   服部光弥　　H22,2,14入会�    ：�大房正治�矢岸貞夫

   小島　真　　H23,7,1入会�    ：�渡辺照芳�米山晴敏

   杉山順一　　H23,7,1入会�    ：�大房正治�服部光弥

   田中錦城　　H23,7,29入会�    ：�米山晴敏�渡辺照芳

         （杉山順一君、田中錦城君は欠席のため、後日10/21

に追加オリエンテーションに参加する）

     　　クラブ　役　員：渡辺会長　　太田副会長

    　　 会員増強委員会：　鈴木副委員長　加藤委員         

出席者　渡邊　山田　片野　西原　矢岸　山口(辰）

　　　　太田　中山　兼子　山本(良）　石井（司）

①クリスマス家族会の件

　開催日：平成２３年12月16日　18：50～20：45

　開催場所：ブケ東海三島

②地区大会の件

　地区大会補助金は30,000円を支出する

③三嶋大社の寄付金　

　昨年の出金を確認し出金する

④タイ国自転車贈呈の件

　贈呈式における費用は例年通りとする

第４回理事・役員会議事録

委員会報告

国際奉仕委員会 委員長　山口雅弘君

タイ自転車贈呈式まで、後２週間余りとなりました。

参加される団員ならびに、諸先輩のご指導ご協力に

より、ほぼ準備が整いました。

タイの方々との交流を深め、帰国後、大成功のご報

告が出来ますよう、ロータリアンとして最後まで皆

で協力してまいります。

宜しくお願い致します。
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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�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　兼子悦三君

委員会報告

担当委員会：会員組織委員会

新会員オリエンテーション実施報告

開催日時：平成23年10月14日（金）

　　　　　午前11時～12時（第２昼例会の前）　

開催場所：ブケ東海三島

出席者� 　

対象新会員（カッコ内はスポンサー）　　　�

杉山　隆　　H20,12,5入会�  

　　　　　（鈴木政則� 土屋　巧）

久保栄子　　H21,1,25入会�     

　　　　　（大房正治� 山田定男）

服部光弥　　H22,2,14入会�

　　　　　（大房正治� 矢岸貞夫）

小島　真　　H23,7,1入会�   

　　　　　（渡辺照芳� 米山晴敏）

杉山順一　　H23,7,1入会�   

　　　　　（大房正治� 服部光弥）

田中錦城　　H23,7,29入会�    

　　　　　（米山晴敏� 渡辺照芳）

※杉山順一君、田中錦城君は欠席のため、後日10/21

　に追加オリエンテーションに参加する

渡辺会長　太田副会長

会員増強委員会：鈴木副委員長、加藤委員         

参加人員　計１７名

　当日は、新会員の皆様と会長をはじめとする多く

のロータリアンの出席をいただき、新会員オリエン

テーションを開催いたしました。しばらく当会は開

催されませんでしたので、今回は多人数の会になり

ましたが、今後は新会員の入会の都度行いたいと思

います。当日はロータリーの基本的な説明をさせて

いただき、後半は新会員の皆様と懇談を行い、有意

義な研修会が行われたと思います。　　　　　　　

会議の内容　　　　　　　　　                         

ロータリーの基本的な活動について紹介

目的：「まずは例会を楽しみましょう、そして、親睦

を広めよう」を目的に、すべての新会員を温かく迎

え、ロータリーの知識並びにクラブの活動に参加し

ていただく多数の機会を紹介し、また新会員の皆様

の意向を効果的にうかがわせていただき、ロータリ

ーの活動を理解していただくために開催する。　　

開会：片野会員組織委員長　　                                                                             

挨拶：渡辺会長　　　　　　　　　　　　　　　　

日本のロータリーの歴史について、　　　　　　　

ロータリーの綱領について、　　　　　　　

クラブ組織：５大奉仕について、　

ＲＩ手続要覧（ロータリアンの手引き）について、　

せせらぎ三島ロータリークラブ（定款、細則、規定）

について、　

卓話渡辺照芳君：途中で早退します。石井さん卓話を全部
聞けなくてごめんなさい。閉会の点鐘は副会長にお願

いいたします。

山本　章君：今年もはやいもので10月です。残りも少

なくなりました。皆さんでがんばりましょう。

宮澤正昭君：先週欠席し、1ヶ月ぶりの例会です。スマ

イルします。

中山和雄君：申し訳ありません。業務の為早退致します。

次週の例会後、新会員の歓迎会を企画致しますので多

数の参加をお願い致します。

鈴木政則君：10月8日長男利徳29歳が無事に結婚式を

あげる事ができました。渡邊会長、山田幹事の二人に

出席して頂き大変ありがとうございました。父と母は

共に元気で三世代になりました。

小林　勝君：今日は仕事の為早退させていただきます。

石井邦夫君：本日卓話です。よろしくお願いします。

片野誠一君：本日午前中に会員組織委員会が主催する

新会員オリエンテーションを開催させていただきま

した。新会員の皆様、そして役員ロータリアンの皆様、

大変ご苦労様でした。厚く御礼申し上げます。

兼子悦三君：前回の例会で会長挨拶の中で当社の紹介

があり、ありがとうございました。当社も本年40周年、

地域に貢献できる企業に育てます。

加藤正幸君：職業紹介ありがとうございました。今後

とも信用を失わない様頑張って行きます。皆様よろし

くお付き合いお願いします。

久保栄子君：来週欠席します。申し訳ございません！

Eテーブル：先日5日、Eテーブル会をエル・リオにてや

りました。有意義な時間を共有出来ました。ご苦労様

でした。

スマイルボックス

主な確認事項　

１，会員身分（定款第７条第１節抜粋）

２，出席（定款第９条第１節抜粋）「メークアップ」

３，終結ー会費不払（定款第１２条第３節抜粋）

４，ロータリーの雑誌購読義務（定款第14条第1節抜粋）

５，会合（本クラブ細則第５条第１節２節抜粋）

６，入会金及び会費（本クラブ細則第６条第１節２節

抜粋）

７，スマイル（本クラブ規定第７条抜粋）

等ロータリーの一般的に必要な事について研修をし

ました。
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