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会長挨拶

石井（司）君、太田君、片野君、鈴木君、西原君、山本（良）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

23/34　　 　　67.65%　　　　　25/34　　 　　73.53%

29/35　　 　　82.86%　　　　　　　　  　　　　　　35名

司会：石井和郎君　指揮：久保栄子君

幹事 山田定男君

幹事報告

３月16日（金）の例会は18日（日）の春の家族会に

振り替えとなっています。本日より出席者を募り

たいと思います。

１．

会員誕生日

１月26日　　澤田　稔君

２月21日　　米山晴敏君入会記念日

会員誕生日

親睦委員会 　杉山順一君

３月18日  日曜日  家族会を行います。

内容は、伊豆長岡温泉の周辺を散策しながら源氏山  

七福神巡りスタンプラリーをしたいと考えています。

散策終了後、ニュー八景園で天空風呂（温泉）で富

士山の絶景を眺めて頂く内容になっています。

つきましては、次回、次々回に出欠席の確認をさせ

て頂きたくお願い申し上げます。

多くのご参加心よりお待ち申し上げます。

委員会報告
杉山順一君

せせらぎ三島ロータリークラブ 検 索

　この仕事に入ったきっかけは、北海道の大学の頃、

色々なアルバイトをやっていたが、実家が鉄道の軌

道の仕事やっていた関係で北海道の鉄道軌道のアル

バイトをしていた丁度その時、十勝沖地震が起き泊

まり込みで復旧工事をしてた時に近所の人達がおに

ぎりや色々な差し入れをしてくれたそして、線路が

無事開通した時の住民の皆様の喜ぶ姿を見た時、実

家の仕事を継ぐ決心がついたと言っておりました。

平成５年に実家に戻り２５歳で東海軌道という会社

を作ったが、自分の甘さでうまくいかず３０歳で父

の中部軌道に入り、今現在があります。

　仕事を始めた頃なかなか仕事がもらえず、どんな

仕事でも取ろうと営業にいき仕事をもらったが、従

業員が軌道の仕事以外やってくれず困りましたが、

なんとか一部の社員の手で仕事をこなしました。そ

の時の社員が今でも力になってくれております。そ

して自分が面接した社員が事故で亡くなった時、自

分は社員の家も家族の事もなにも知らずに雇ってい

た事にあらためてショックを感じた。その時思った

事は、これからは社員に対して仕事だけではなく家

族の事も知る事が経営者として大事ではないかと思

ったそうです。今まで色々なピンチがあったが、そ

のピンチの時に叫ぶ言葉があります［ピンチになれ

ば面白い］「場合があれば頑張れる」逆境に立った

時自分自身を奮い立たせ、自分自身に元気を与える

言葉だそうです。そして、これからも色々なピンチ

があると思いますが一緒に付いてきてくれた社員と

供に、元請けに負けない会社になり、逆に元請けを

使う位の会社なりたいそして、仕事がひと段落した

古屋英将さん

朝日孝徳さん

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、服部光弥君の職業

紹介をさせていただきます。

　服部君は、中部軌道建設

（株）の代表取締役で鉄道線

路の保守・新幹線の軌道（レ

ール）の保守・補修を行って

おります。

らどこか南の島を買い取り身の回りの世話をしてく

れるメイドを、３人位雇いパンツひとつの生活をし

たいと言っておりました。

　服部君と話をして感じたことは、やはり若い時に

それなりに苦労をしたんだなと思いました。その苦

労が今生きてきているのではないかと思います。よ

く言われる事は［若い時の苦労は、買ってでもしろ」

と言う言葉があります。これからもピンチが来るか

もしれませんが、先ほどの言葉［ピンチになればお

もしろい］その元気でガンバッテ、メイド１０人位

やとって下さい。その時は,招待してください。



次 回 例 会

３月13日（土）（12日の振替）

植林事業

ＲＯＴＡＲＹ　ＮＥＷＳ

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

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

服部光弥君

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　杉山　隆君

３年目の自分への手紙プロジェクト活動報告

１．半年間の活動状況

①本活動主旨の校長会幹事校長への訪問説明

②原稿用紙、返信封筒の配布

③手紙の回収

23年６月に渡邊会長、杉山、岡の３名で、三島市の

幹事校山田中学校、函南町の函南東小学校を訪問。

当クラブの活動主旨を説明するとともに校長会を通

じての原稿の配布等を依頼し快諾を得た。

23年７月に原稿用紙、返信用封筒を各学校分に分け

た上でそれぞれの教育委員会事務局に持参し各学校

への配布を依頼した。

23年12月に教育委員会より手紙を回収。函南町につ

いては全校（５校）、三島市については14校中10校

分を回収した。残りの４校については後日連絡をい

ただくことになっている。

２．今後の活動

①三島市４校分の手紙の回収

②ロータリー事務局での保管箱の制作

③第１回目回収分の発送段取り

受領した手紙は年度別学校別にロータリー事務局で

保管箱を作成して保管する。

第１回回収分の発送については、その方法等、別途

委員会で検討するが、受け取った生徒にアンケート

を実施したいと委員会では検討している。

　会長から過分な職業紹介をしていただき、大変感謝申

し上げます。私自身の転機でもあった、大切な社員を亡く

した事故から３年が経とうとしておりますが、私の気持ち、

そしてご家族の心の痛みは一生癒えることはありません。

その分、会社の安全管理そして社員の安全意識は比べ

物にならない程、向上してきたように実感できます。これ

からも頑張って参ります。

　さて、今回この貴重な「卓話」の時間を拝借して、私を

育ててくれた（社）三島青年会議所の本年直近に開催を

する事業のＰＲを２名の後輩から皆様に伝えさせていた

だくことをご容赦願います。

★「ちょっと思うこと・・・①」

　～私は子ども達に携帯電話を与えたが、果たして間違

いではないか？？～

先日、娘の携帯電話を開く機会があったが、そのときに「暗

証番号」を入力するセキュリティーが掛かっていたことに、

とても複雑な思いになった・・・

『どうして？・・・』携帯を与える際には我が家独自のルー

ルを決めてお互いが納得した上で署名捺印をする。その

ルールに「暗証番号」については記載してはいなかったけ

れど・・・・。私自身、セキュリティーロックなどしていないが、

妻に聞くとやはりセキュリティーロックをしていると言う。「セ

キュリティーロック」と言えば聞こえは良いが、自宅に居る

時でも・・・家族間でもロックが必要なのかどうかは・・・お

かしな事ではないだろうか？

私は携帯電話を持つようになって約20年。いままでの20

年間ずっーと猫の鈴もしくは犬の首輪のように携帯に縛ら

れてきたように思う。

『今の子ども達はかわいそうだ。いまからずっーと携帯に

縛られるようになるだろう・・・本当に子ども達に携帯電話

が必要なのでしょうか？』

★「ちょっと思うこと・・・②」

～東日本大震災からもうすぐ１年が経とうとしているのに何

も出来ない自分～

東日本大震災から1年が経とうとしている。一体全体自分

はこの1年間何をしてきたのだろうか？復興支援委員会

に配属になったにも関わらず、特にこれといって何もして

あげていない。昨年の7月に石巻市にいる友達の家に行

った時、現地で被災をした友達の家屋や牛舎を目の当

たりにして呆然と立ち竦んでいた・・・。　「自分の出来るこ

とをしよう！」と強く思っていたのに、」あれから何もしてい

ない・・・。「すぐにでも乳が出る牛が欲しい、子牛をもらっ

ても飼料代がかさむし、その飼料も今はない。すぐにで

委員会報告
杉山順一君

リレー卓話

卓話
関　則雄君（三島ＲＣ）：2月16日から南三陸町に漁協

支所の集会場となるプレハブを届けに随行して来ま

した。南三陸町ボランティアセンター受付に、以前届

けたせせらぎ三島ＲＣの「リメンバー3.11」のシール

が置いてあり、私も携帯に貼り付けました。ボランテ

ィアが激減している中で、とても良いことだと感じま

した。

久保栄子君：本日ＳＡＡボスがお休みの為またまた新

人２人ががんばります。不慣れの点はお許しください。

西原克甫君：本日、会長挨拶で私の職業紹介をして頂

きありがとうございました。これからも仕事を頑張り

ます。宜しくお願い致します。

中村　徹君：先週は誕生祝いのプレゼントを戴きまし

た。ありがとうございました。60代最後の年ですが、こ

れからも仕事に、ロータリーに、どのくらい続けて行

けるかわかりませんが、常に挑戦のつもりで頑張りま

す。皆様には今後ともお付き合いをよろしくお願い致

します。

山口雅弘君：２月８日Ｅテーブル会が開催されました。

会費を多くいただきすぎましたので、スマイルさせて

いただきます。

杉山　隆君：はやりのものはきらいなんですが、イン

フルエンザにかかり先週欠席させていただきました。

山口辰哉君：本日卓話です。話題の少ない私に卓話は

大変です。前にも話したことがあるようなことも含ま

れているかも知れません。お許し下さい。

片野誠一君：早退させていただきます。

スマイルボックス
ちょっと思うこと・・・。４つ

も乳が出る牛が欲しい」

と言っていた友達の訴えが痛烈だった。

『ボランティアが激減している今だからこそ　始めよう。』

★「ちょっと思うこと・・・③」

～伊豆縦貫道の「三島加茂ＩＣ」、「三島塚原ＩＣ」名称がも

ったいない・・？」

伊豆縦貫道が少しづつ拡大してきています。まもなく開通

するインターチェンジの案内看板も敷設されてきました。が！

「三島加茂」とか「三島塚原」等々のインターチェンジの名

称がもったいないと思っています。縦貫道を利用する県内

外の方が「立ち寄りたくなる」そんなインターチェンジの名

称が出来なかったのだろうか？三島加茂ＩＣは三島大社

へのアクセスが良いので「三島大社IC」とか三島の中心市

街地へ向かうので「みしま中央ＩＣ」とか「せせらぎＩＣ」とか・・・・

私がもう少し先見があれば青年会議所（ＪＣ）時代に運動

が出来たのかも知れません？？？

　『いまからでも遅くない！「三島加茂ＩＣ」を「せせらぎＩＣ」

に改名しよう！？』

★「ちょっと思うこと・・・④」

～最近、杉山君とか・・小島君とか・・私の名前はちっとも

呼ばれない（涙）」

例会開始前の一服の時間、喫煙コーナーから「おーい　

杉山！」という声が聞こえ、振り返ると先輩たちと楽しそうに

歓談をする杉山君がいた・・・。

「おい、服部！お前は呼ばれないのか？？」と・・・・。涙

例会だけでなく、もっとお付き合いないと・・・寂しくなっちゃ

う。

最近、先輩たちは私の顔を見れば「おい！太ったなぁ」こ

の言葉ばかり・・・。

あぁ～あ。

『これからは、例会後の時間を創ります！そしてシェイプア

ップします。』



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

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。

杉山順一君

リレー卓話

卓話
関　則雄君（三島ＲＣ）（2月24日のスマイル）：2月16

日から南三陸町に漁協支所の集会場となるプレハブ

を届けに随行して来ました。南三陸町ボランティア

センター受付に、以前届けたせせらぎ三島ＲＣの「リ

メンバー3.11」のシールが置いてあり、私も携帯に貼

り付けました。ボランティアが激減している中で、と

ても良いことだと感じました。

久保栄子君（2月24日のスマイル）：本日ＳＡＡボスが

お休みの為またまた新人２人ががんばります。不慣

れの点はお許しください。

西原克甫君（2月24日のスマイル）：本日、会長挨拶で

私の職業紹介をして頂きありがとうございました。

これからも仕事を頑張ります。宜しくお願い致します。

中村　徹君（2月24日のスマイル）：先週は誕生祝いの

プレゼントを戴きました。ありがとうございました。

60代最後の年ですが、これからも仕事に、ロータリー

に、どのくらい続けて行けるかわかりませんが、常に

挑戦のつもりで頑張ります。皆様には今後ともお付

き合いをよろしくお願い致します。

山口雅弘君（2月24日のスマイル）：２月８日Ｅテーブ

ル会が開催されました。会費を多くいただきすぎま

したので、スマイルさせていただきます。

杉山　隆君（2月24日のスマイル）：はやりのものはき

らいなんですが、インフルエンザにかかり先週欠席

させていただきました。

山口辰哉君（2月24日のスマイル）：本日卓話です。話

題の少ない私に卓話は大変です。前にも話したこと

があるようなことも含まれているかも知れません。

お許し下さい。

片野誠一君（2月24日のスマイル）：早退させていただ

きます。

根津延和君：家内の通夜と葬儀への出席、手伝いあり

がとうございました。

保坂国夫君（元会員）：先日は妻の葬儀に大変お忙し

い中ご弔問いただきありがとうございました。心か

らお礼申し上げます。これからも是非ご厚誼の程お

願い致します。

服部光弥君：職業紹介ありがとうございました。御自

宅へ線路軌道を敷設する予定のある方がいらっしゃ

いましたら御紹介ください。本日卓話です。ＪＣの後

輩共々宜しくお願い致します。

土屋　巧君：本日早退いたします。皆様、確定申告終

わりましたか？確定申告が無かったら人生バラ色の

ような気がします。でもきっと食べていけなくなる

ので、ここは頑張りたいと思います。

加藤正幸君：パッケージプラザでは来週3/6（火）～

3/10（土）まで春のビッグセールがあります。必要な

物がありましたらご利用ください。ポケットにチラ

シを入れさせてもらいました。配達もいたします。

スマイルボックス

１月26日　　澤田　稔君

２月21日　　米山晴敏君入会記念日

会員誕生日

杉山順一君

澤田　稔君：久し振りに出席しました。初々しい新人

のようです。

山田定男君：先日会社の電話５回戦、ケイネット社（田

中さん）に切り替えました。電話機代50％OFFで通話

料も大変下がりました。ありがとうございました。

望月保延君：先週金曜日、広小路「神楽」にてＡテーブ

ル会を行いました。会長と特別ゲスト久保さんにも

参加して頂きおおいに盛り上がりました。残金をス

マイルします。

前Ｄテーブル：2月24日（金）前Ｄテーブルのテーブル

会を開催しました。とても楽しく有意義な時間を過

ごしました。忙しい中山田幹事にも参加いただきま

してありがとうございました。

杉山順一君：元気ですかー！私は元気です！


