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会長挨拶

大房君、岡君、久保君、小島君、杉山（順）君、鈴木（政）君、

西原君、山口（雅）君、米山君

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

33/34　　 　　97.06%　　　　　33/34　　 　　97.06%

24/33　　 　　72.73%　　　　　　　　  　　　　　　34名

司会：山本　章君　指揮：石井和郎君

幹事 山田定男君

幹事報告

内田憲一君の事業所が移転しました。

北伊豆観光　有限会社

田方郡函南町塚本916-10

ＴＥＬ　０５５－９４４－６１７０

ＦＡＸ　０５５－９４４－６１１５

１．

会員誕生日

１月20日　　兼子悦三君

１月５日　　山本良一君入会記念日

会員誕生日

せせらぎ三島ロータリークラブ 検 索

　この仕事を始めたきっかけは、大学を卒業後地元

の大手電産メーカーの明電舎に勤め総務課に配属さ

れたが、上司からおまえは口が良く回るからと営業

部に回されたそうです。その営業部で、当時出始め

のＮＥＣのパソコン９８０を売りに歩いたそうです。

７年明電商事に勤めたが、会社の上司の考え方につ

いていけず会社をやめ、平成５年今の会社を設立し

たそうです。「ケイネット」とは、名前の錦城のケ

イのネットワークの略だそうです。勢いで明電舎を

やめ会社を起こしましたが、当時お客様は、どのよ

うな会社か解ってもらえず相手にされず自分の給料

も出ない状態が半年位続いたそうです。その時に昔

つきあっていたソフトバンクの仲間が助けてくれ、

その仲間とは今も仕事で続いておりその仲間は、い

まではソフトバンクの役員として活躍している事が

非常にうれしいと言っておりました。

　又仕事で悩んでいた時に長岡のある寺の安寿さん

のお話を聞いたときそのお話の中に夜お寺へ行くの

に真っ暗闇の中手探りで歩きながら、獣の声などで

恐怖で震えながらお寺につくと、お寺から見る街の

灯りや、空に輝く星に感激すると言う話を聞いた時、

仕事も自分を信じてやっていく事が，つらい事を乗

り越えられる事だと思ったと言っておりました。

　今年で会社を起こして２０年になりますが、これ

からも「地域に密着して生き,活かされる様な企業」

になっていきたい、そして、今の電信・通信に対し

て高い料金から安い料金、利便性の良い通信システ

ムへの変更を地域へ伝えていきたいと言っておりま

遠藤修宏さん（山田・中村君のゲスト）

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　山本(良）　山本（章）　

　　　　山口（雅）　石井（司）

①タイへの義援金の件

　会員各位からの義援金について、理事会全員了承す

　る。金額は1000円をお願いする。又、国際奉仕の予算

　をプラスすることも承認する。

②遠藤会員の件

　スポンサーの石井（司）・鈴木（政）両氏が連絡を取る。

第５回理事・役員会議事録

　本日は、田中錦城君の職業

紹介をさせていただきます。

田中君は、（株）ケイネット

の代表取締役で、コンピュー

タの機種販売・ソフト開発・

ソフトバンクの携帯-スマー

トホン販売等を、行っており

ます。

した。

　そして、今はまっているゴルフで今年中に８０を

切って、土屋巧さんとスクラッチで回りたいと言っ

ておりました。

　私も初めて、田中君の事務所にお伺いさせていた

だきました。事務所に入るなり仕事中の社員の方々

が、直立不動で迎えてくれ感激しました。社長の社

員教育が行き届いているのを感じました。

　今、花形の通信産業です。田中君の人脈の広さで、

これからも活躍される事を期待いたします。
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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（Conv-

iction）」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、

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

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
西原克甫君

ロータリー財団月間

10月５日　　鈴木政則君入会記念日

委員会報告

５大奉仕委員会報告

会員組織委員会 委員長　片野誠一君

服装スタイルの「謎・不思議」

１月２日　　鈴木政則君

１月７日　　山口辰哉君

１月19日　　片野誠一君

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

入会記念日

会員誕生日

奉仕プロジェクト委員会 委員長　山本良一君

当クラブの奉仕は９年目のタイへの子供に対する放

置自転車贈呈事業と青少年奉仕の「３年後の自分へ

の手紙」です。委員長からの中間報告です。

ロータリー奉仕委員会 委員長　矢岸貞夫君

ロータリー奉仕委員会の今年度の目標はロータリー

財団について会員の皆様に理解してもらう事です。

従って、機会あるごとに１つずつ事業内容について

説明していきます。

前期の事業については、11月のロータリー財団月間

でお話した通りです。

事業計画外ではありますが、昨年12月24日にスリー

ウォンロータリークラブの飯田会長が三島に来た際に、

国際奉仕委員会、ゴルフ同好会、クラブ会員の協力

を得てタイ洪水見舞金、合わせて25万円を渡辺会長

から贈呈致しました。

後期に対しても事業の協力をお願い致します。

広報委員会 委員長　山口辰哉君

広報委員会は皆さまご存知のように「ＩＴ化・ロー

タリー内広報」と「ロータリー外広報」の2委員会

で構成されています。

ＩＴ化・ロータリー内広報に関しましては、会長自

ら率先して原稿をメールで事務局に送っていただい

ていることはもちろん、それぞれの発表者の方の協

力を得て無事発行されています。また、月初めの例

会では中村委員長から「ロータリーの友」の記事を

抜粋して紹介してもらっています。

ロータリー外広報に関しましては、兼子委員長が東

日本大震災復興支援委員会の委員長も兼ねているこ

ともあり「Remember 3.11」のシールを作成、会員

が外の方々に「東日本大震災を忘れないで」の一言

とともに「せせらぎ三島ロータリークラブ」をアピ

ールしていただきました。この運動はまだまだ続け

なければと思います。

会員組織委員会並びに会員増強委員会の中間経過報

告をいたします。

１，会員組織委員会

前期においては目的であります、新会員のオリエンテー

ションを実施いたしました。

対象者は平成２０年以降入会をされた、６名の方の出席

を頂き、アドバイザーとして９名の会員の皆様にお願いし

実施されました。内容は、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、また新会員の意向を効果的に伺

わせて頂くことを目標におこないました。詳細は、ロータリ

ーの歴史、綱領について、クラブ組織５大奉仕について、

手続要覧及びクラブ定款の抜粋紹介、その他必要事項

として、会員身分、出席、メイクアップ、雑誌購読義務、

入会金及び会費、スマイル等について説明をさせて頂き

ました。

その後、意見交換をし終了いたしました。

２，会員増強委員会

前期においては、会員増強フォーラムを開催し、会員増

強についての会員の皆様の意見集約を目的実施いたし

ました。内容は、理想の会員数、その理由、新会員の紹

介が可能か、退会防止について、等を各テーブル毎の

協議していただき１９名の会員の皆様のご意見を頂きまし

た。

今後はこれらを集約して会員増強につなげていきたいと

思います。また、地区目標の会員増強は１名純増でありま

すが、出来るだけ増強を計っていきたい。

国際奉仕　山口　雅弘委員長

2011年、第９回タイへの放置自転車贈呈式参加は、

半世紀に一度と言う大水害に見舞われ、クラブで

の行事としての参加は中止となりました。何よりも、

被害にあわれました現地の皆様には、心よりお見

舞い申し上げます。

昨年12月24日　クリスマスイブに、スリウォンRC

飯田会長が来日され、当クラブ渡辺会長、山田幹事、

河口湖RC外川会長を含め数名でお話ができました。

当日、皆様からお預かりしておりました、タイへ

の募金は、渡辺会長のお見舞いのメッセージを添

えてお渡しいたしました。

放置自転車が減ってきていることなど、今後の課

題等もあげられましたが、現地で楽しみに待って

いる子供たちがいることも伺いました。

例年は10回位実施している当行事も、12年度の開催

回数は現時点では未定との事ですが、11月末に実施

予定の贈呈式典参加にむけ、現地との交渉が早期に

出来ればと思います。そこで、２月３日に緊急の打

ち合わせを予定いたしております。

おって詳細をご連絡いたしますので、ご担当者も皆様、

よろしくお願いいたします。

私は、タイへの放置自転車贈呈式典には、参加した

ことはありませんが、準備を進めていく中で、これ

までの経緯、携わった会員の皆様の情熱をヒシヒシ

と感じ、今年、多くの皆様と共に是非参加させて頂

きますことを、心待ちに致しております。
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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

にも整体療法院が認められて来たのだと正直嬉しか

ったのですが、お金は持っていかれたのは悲しかっ

たです。

そのような事から、「 せせらぎ三島ロータリーに大

房先輩、服部先輩が声をかけて頂いたのは天の声だ

ったのかもしれないね」と嫁さんと話をしました。

その他の色々な名言についてはまた時間のある時に

お話をしたいと思います。

せっかくなので最後に「ダァ～」をやって終わりたい

と思います。

「みなさん元気ですかぁ～」

「元気があれば何でもできる。元気があればロータリ

ーも出来る」 

「いくぞー　１・２・３ダァ～」

御静聴ありがとうございました。また大先輩を目の

前に大変ご無礼な卓話、申し訳ございませんでした。

卓話の内容

本日会場で山口監事より卓話を急遽依頼されました。

何も考えてこなかったので私の仕事について紹介

させて頂きます。

私は学卒後、某重電メーカー（住友系）に勤めめる

事になりました。

同じ住友系と言う事でＮＥＣのコンピューターを商事

会社で販売する事となりパソコンのパの字も分か

らないまま業界に入りました。

まだ、そのころパソコンは一般的ではなく本当に売

れるのか？疑問でした。

が、その数年後NECの9801シリーズが空前のヒットと

なり国内シュアの70%位になりました。また、当時は

業界も新しくソフトバンク（旧日本ソフトバンク）等も

まだ20名規模の会社でしたが創業者を始め当時の

仲間も役員になっており人脈も出来たので（株）ケ

イネットを設立しました。

現在はコンピュータの機器販売、ソフト開発の他ソフ

杉山順一君リレー卓話

卓話服部光弥君：４クラブ合同新年会で司会という機会を

いただき、皆様に感謝申し上げます。振り返れば何一

つ段取りできず、中山委員長、岡副委員長、米山さん、

そして親睦の皆様におんぶにだっこでした。反省致し

ますが、これからもよろしくお願いします。

山口辰哉君：先週はBirthday Presentをありがとうご

ざいました。

内田憲一君：やっと事務所の移転が終了しました。熱

函交差点を三島方面から右折、伊豆中央道入口、左手

に東海食料さん、山本わさび店さんの先の右側です。

駐車場と事務所が一緒にありますので大変楽になり

ました。近くを通った時は是非お立ち寄りください。

コーヒーでも淹れますので！函南町塚本９２２－１、

TEL ０５５－９４４－６１７０です。

山本良一君：大変遅くなりました。本年もよろしくお

願いいたします。

兼子悦三君：本日は私の誕生日祝いありがとうござい

ます。毎年、年を増すのは後が無いことですのであま

り良いものではなかったですが、今は前を向いて頑張

るつもりです。

田中錦城君：本日は、会長からの職業紹介を頂きまし

てありがとうございます。

スマイルボックス
クラブ管理委員会 委員長　太田政人君

クラブ管理は、会場監督、プログラム、親睦活動、

出席の各小委員会で構成されています。この半期は、

卓話の変更がありましたプログラム委員会のほかは、

ほぼ計画書に沿って遂行されています。

会場監督（山本章　委員長）

　おかげさまで６ヶ月がすぎました、例会のスムー

ズな進行と楽しい例会という事を目標にやってきま

した。いかがでしたか？あと６ヶ月ガンバッテいき

たいと思います。御協力をお願いします。

プログラム（米山晴敏　委員長）

　プログラム委員会から今年度前期の報告をさせて

頂きます。

７月29日の遠藤さんの卓話予定でしたが事情があり、

今年から導入した卓話マスターサブの土屋さんに卓

話をして貰いました。

９月９日石井和郎さんの卓話でしたが急な仕事が入

り、兼子さん、大房さんに東日本大震災の卓話をお

ねがいしました。

11月18日はタイ自転車報告会を山口雅弘さんにお願

いしてありましたが、タイ洪水の為中止になり、復

興委員会のフォーラムに変更しました。　

急ではありましたが会員の友情で切り抜けていただ

きました、ありがとうございました。

あと半分あります、もし穴が開きましたら又、友情

をもちまして代役をお願いします。

親睦活動（中山和雄　委員長）

　親睦活動委員会では7月15日の親睦例会（担当服

部委員）に始まり8月21日夏の家族会（担当岡副委

員長）12月16日のクリスマス家族会（担当小林委員）

を行いました。親睦活動委員会の行事を通じて会員

相互の信頼を高めていく事が出来ているのではない

かと信じています。ありがとうございました。

出席（石井邦夫　委員長）

　前期の集計をしてみました。例会22回、平均出席

率は77.11パーセント、平均修正出席率は83.46パー

セントでした。後期は出席率及び修正出席率を1パ

ーセントupしていきたいと思いますので、メークア

ップもお願いします。


