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会長挨拶

片野君、久保君、杉山（順）君、田中君、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

27/34　　 　　79.41%　　　　　32/34　　 　　94.12%

29/34　　 　　85.29%　　　　　　　　  　　　　　　35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

次年度名簿を作成いたします。今年度と変更する

事項がありましたら、事務局までお知らせ下さい。

１．

会員誕生日

４月30日　土屋　巧君

５月12日　内田憲一君

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

・就業規則作成・助成金の申請・そして労働環境改

善のコンサルタントまで顧問先の労務管理全般をバ

ックアップしております。

 この仕事に入る前は、学校を卒業後、製薬会社に入

り、薬の動物実験をする仕事をしていたが人間の為

には必要であるが、だんだん動物が哀れになってきた。

そして４年でやめた。たまたま実験中に怪我をした時、

労災を使い労務士の事を知り職安で、渡邊労務管理

事務所を紹介してもらい勤めた。20年間この仕事を

やってきて、残念なことは労災で若くして事故にあ

い亡くなった方やその家族又手足の機能を失った方

のその後の人生を考えると胸がいたみました。そして、

どうしたら今後同じ様な事故が起らない様にしたら

よいか説明し理解していただき、事故後すぐに助成

金の下りる様な改善計画をたて、改善出来た時に、

お客様から喜ばれた時、この仕事を選んで良かった

と思った。労災事故をきっかけに感じたことは、労

働者と経営者との程良い関係を築く事「お互いの思

いやり」が労災事故を少なくし、労働紛争を少なく

する事ではないかと思う。その中で私の役目は真心

をこめてサポートすることではないかと言っており

ました。ほとんどの会社は人で企業活動が行われて

おります。私は、経営者と労働者との関係が良けれ

ば良い程スムーズな企業活動が出来ると思います。「継

続は力なり」持っている力は小さいが続ける事によ

り大きな力になる。と言っておりました。

　そして夢は二つ、一つは現在勤めている事務所は

開業して40年、継承して100年を目指す企業に道筋を

玉置　敏君（伊豆中央ＲＣ）

ようこそせせらぎ三島
ロータリークラブへ

理事会報告

せせらぎ三島ロータリークラブ

平成24年4月6日金曜日

19時30分～20時10分

会議場　ブケ東海三島

出席者　渡辺、山田、山本（章）、山本（良）、山口（辰）、矢

第５回理事・役員会議事録

 本日は、遠藤修弘君の職業

紹介をさせていただきます。

遠藤君は、渡邊労務管理事務

所の取締役で、社会保険労務

士として、社会保険関係・労

務保険関係等の各役所への届

出書類作成・給料計算代行

付けていきたい。そして、一つ目が実現出来たら夫

婦で海外へ移住したい。

　遠藤君と話をしていて感じることは大変まじめな人、

すべて真剣に取り組み一生懸命対応してくれる、前

職の製薬会社でも動物に対してのやさしさ、労災事

故でけがをした本人・家族・企業にたいしての対応・

これから100年にむけてまだまだ若いですので「継続

は力なり」ゆっくり続けてください。

５月13日　望月保延君

５月31日　山口辰哉君入会記念日

平成24年5月18日金曜日

17時30分～18時00分

会議場　ブケ東海三島

出席者　渡辺、山田、山本（章）、山本（良）、山口（辰）、矢岸、

会員誕生日



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

大房正治君

　総務委員会の報告をいたします。

　総務委員会の所管は、一般会計では、環境問題・地域

安全・危機管理等と財政や事業仕分け、そして消防等が

所管分となっています。

　これから報告させていただくのは、審査された内容のな

かから、お手元の「議会だより」に掲載させていただいた

主に５つのことについて、繰上げさせていただきます。

　ひとつは、清掃センターの焼却施設について1億2千万

円の修繕料が計上されており、毎年補正予算も含め2億

円近い修繕料の支出があります。今回の長寿命化計画

に基づく修繕と従来の修繕との相違点ですが、従来の修

繕は年2回の定期点検の結果を受けてその半年後・1年

後に、優先順位をつけて実施をしてきました。長寿命化

計画に基づく大規模改修工事は毎年の修繕では対応で

きない大がかりのものを一定期間焼却炉停止して行うも

ので、通常あと追いで行っている修繕等を前倒しで実施

していくものです。

　ふたつ目は、全国共済農業協同組合静岡県本部から

高規格救急車が寄贈されました。その一方で自動車購

入費として900万円の予算が計上されていますが、高規

格救急車は車両本体を寄贈していただき、救命資機材

を設置・固定するための艤装（ぎそう）や無線設備などが

必要なためその経費を計上したものです。

　また、救急搬送件数が増加し、今後もさらに増加傾向

にあると思われるが、昨年1年間救急搬送は4338件で

3945人を搬送し過去最高となっています。高齢化社会の

到来で、今後も増加傾向と予想されますが、搬送の約半

分が軽症の方であったり、一部不適切な利用も見受けら

れるため、市民に救急車の適正利用を呼びかけていきます。

　三つ目は、事業仕分けの委託料についてです。平成23

年度は、先進市を参考に見積書により予算を計上し「構

想日本」の4人と市の選任2人でしたが、24年度は「構想

日本」の3人と市の選任3人を予定しています。市の選任

者は、行政と関わりのある方や地元の方で事業を精査で

きる方を選出したいと考えております。

　四つ目は、平成24年度予算に計上されている地方債を

借り入れた場合の財政指標の推移ですが、市債の予算

額32億1.130万円を借り入れた場合の財政指標を推計し

てみますと、平成24年度の実質公債費比率は、3ヵ年平

均で8.5％、将来負担比率は36.5％、平成25年度では実

質公債費比率は8.7％、将来負担比率は35.8％と見込ん

でおり、平成22年度の決算数値であります実質公債費比

率8.6％、将来負担比率36.4％と比較しても大きな変動は

ないものと思われます。

　五つ目は、新規事業の公共施設保全計画策定事業は

「ファシリティマネジメント」と呼ばれる手法を導入するとい

うことですが、三島市の公共施設が一斉に建て替え時期

を迎えることが想定されるため、中長期的な視点で計画

的に維持・管理・修繕を行い施設の延命化・長寿命化を

図りながら、コスト削減と歳出の平準化を目指します。平

成24年度は、建物の建設年度やイニシャルコストなどの

基本項目をデータベース化することを目標に作業を致します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　

リレー卓話

卓話山田定男君：昨晩、イカ釣りに行ってきました。ムギイ
カ10杯、大漁でした。

石井和郎君：先週ポリープを除去しました。良性だそ

うです。・・・ホッ。

遠藤修弘君：本日は会長より職業紹介をしていただき

ありがとうございます。

服部光弥君：久し振りのホームクラブです。先週富士

ＲＣへメイキャップへ行ってきましたが、“ノーネク

タイ”で嫌味を言われてしまいました。

杉山隆君：去る5/14、テーブル会をきみかさんでとり

おこないました。皆様のご協力ありがとうございまし

た。又、会長、幹事のテーブル会とリンクしてしまいま

したが山田幹事さんにもご迷惑をおかけいたしまし

たが無事終了いたしました。

米山晴敏君：次年度広報委員長を務めさせていただき

ます。宜しくお願い致します。副委員長の服部君に仕

事を振らずがんばります。

石井司人君：23日の新年度の役員会については急の集

合令にもかかわらず多数のメンバーの協力ありがと

うございました。

山本良一君：次年度クラブ奉仕委員長を務めさせてい

ただきます。矢岸副委員長、宜しくお願い致します。

大房正治君：久し振りの卓話です。宜しくお願い致し

ます。

スマイルボックス

石井政一君（伊豆中央ＲＣ）

ようこそせせらぎ三島
ロータリークラブへ

ＴＲＩＵＭＦ研究所（素粒子・核物理研究を行うカナダの

国立研究所）の研究員、藤原真琴さんは、元ロータリー

国際親善奨学生です。藤原さんは、国際共同研究チー

ムとともに、反物質の謎を解明へと導く画期的な発見

をしました。 

ビッグバン理論によると、宇宙の誕生時、物質と反物質

は同等量生み出されましたが、反物質だけが、事実上

すべて消滅しました。この不可解な現象の理由は、科

学でも説明されていません。

2002年、藤原さんのチームは、研究所内で反物質の原

子を人工的に生成することに成功。さらに2010年には、

史上初めて、反物質を閉じ込めるという快挙を成し遂

げました。物質と反物質は、衝突すると互いに消滅す

る（対消滅する）性質があるため、今回の成功には大き

な意味があります。「なぜ反物質だけが消滅したのか」。

その理由を探るために、反物質を閉じ込め、じっくりと

時間をかけて物質と反物質の違いを観察することが

できます。

1992-93年度、藤原さんは、山梨県の甲府南ロータリー・

クラブの推薦で、ロータリー奨学生としてバンクーバ

ーに留学しました。「これからは、閉じ込めた反物質を

使って、もっといろいろな実験ができる」と藤原さんは

話します。

ＲＯＴＡＲＹ　ＮＥＷＳ

元奨学生が物理学上の画期的な発見に貢献   

せせらぎ三島ＲＣ

ゴルフ同好会

 

来る６月24日（日）に裾野のファイブハンドレッドク

ラブでコンペを行ないます。

過去２年は快晴でした。今年も皆さんの心掛けで

晴れにしてください。

多数の参加お待ちしております。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　幹事　土屋

 

卓話

せせらぎ三島RC東日本大震災復興支援委員会より、事案三件
のご報告とお願いをさせて戴きます。

第一事案は、三島市が進めております。被災地福島県いわき市
在住、三島市出身ソプラノ歌手「竹中敏子」さんのピアノ弾き語
り東日本大震災復興支援チャリティーコンサートを当クラブ
が主催することになりました。(理事会で決定、承認されました。)

日時　　　　　　2012年7月23日　(月曜日)
場所　　　　　　三島プラザホテル
入場料　　　　　￥2,000

※�半額の¥1,000を義援金として、山田町に寄付させて頂きま
す。
※�もちろん三島市等が協賛致します。(三島市がすべてを段取
りするそうです。)
※�当クラブとしては、入場券を50枚くらい買いたいと思いま
すので会員各位最低1枚出来れば2枚買って戴きたくお願い致
します。
※�パンフレットが出来上りましたら皆様にお願い致しますの
で宜しくお願い致します。

第2事案は、過日、委員長と有志12名で、大槌町を訪問させて戴
きました。
大槌町役場の生涯学習センター課長の佐々木様から本が足り
ないとのご要望を頂きました。今、子供も、大人もいろいろの苦
しみ、悲しみを抱えており、本を読んでいる時は、何もかも忘れ
て、時間を過ごすことができ、又、本をたくさん読むことによっ
て、たくさんの知識、判断、さまざまな事を等学び今後の人材育
成におおいに役立たせたい。しかし本をたくさん買う予算がな
いとのことです。
そこで皆様のご家庭で不要になった。本をご寄付戴きたいと思
います。
有害書籍以外は、なんでも良いですが絵本等子供向けの本大歓
迎です。先ずは、6月5日を第1回の締め切りとさせていただき
ます。担当は、西原です。090-3252-2627以上宜しくお願い致
します。　6/1例会日は、会場にご持参下さい。 6/3ご連絡いた
だければ取りに伺います。その他は、西原又は、内田君の会社に
お手数ですがお届け願います。
第３事案大槌町から震災に負けない復興の決意の表れのポス
ター(写真)が届きました。元気で頑張っている大槌町を励ます
ために会社等に張って戴き皆さんに応援して戴けるようお願
い致します。ポスターをコピー致します。１枚¥1,000で買って
ください、実費を引いた残金は、支援委員会の資金に入れさせ
て頂きます。
次週、申し込み書を廻します。ご協力お願い致します。

　　　　　　　　　　　　　記

１、プラン名　

　「ブームに乗っかれ！東京スカイツリー夏の思い出」

２、集合場所　　三島駅他

３、開催日時　　平成24年8月26日（日）　

　　　　　　　　07時00分から20時30分

４、内　　容　　貸切バスで東京往復＆はとバス利用のスカ

　　　　　　　　イツリー見学他ツアー

５、スケジュール

　　　　　　　　07：10　三島駅集合

　　　　　　　　09：50　東京駅着乗換

　　　　　　　　10：10　はとバス主催

　　　　　　　　東京スカイツリーと有名ホテルバイキング

　　　　　　　　途中自由時間あり。

　　　　　　　　18：30　東京駅発車

　　　　　　　　20：30　三島駅到着解散

６、会　　費　　大人　8,500円

　　　　　　　　（スカイツリー第1展望台までの入場料含む）

　　　　　　　　小人　3,500円

７．その他� 雨天決行

　　　　　　　  スケジュール一部変更有

   　　　　　　  参加者多数の場合調整有り　

2012年度　夏の家族例会のご案内

親睦委員会



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

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。

リレー卓話

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

　　　　　　　　委員会報告

東日本大震災復興支援委員会
中村　徹君

　せせらぎ三島RC東日本大震災復興支援委員会より、

事案三件のご報告とお願いをさせて戴きます。

　第一事案は、三島市が進めております、被災地福

島県いわき市在住、三島市出身ソプラノ歌手「竹中

敏子」さんのピアノ弾き語り東日本大震災復興支援

チャリティーコンサートを当クラブが主催すること

になりました。(理事会で決定、承認されました。)

日時　　　　　　2012年7月23日　(月曜日)

場所　　　　　　三島プラザホテル

入場料　　　　　￥2,000

※半額の¥1,000を義援金として、山田町に寄付させ

て頂きます。

※もちろん三島市等が協賛致します。(三島市がす

べてを段取りするそうです。)

※当クラブとしては、入場券を50枚くらい買いたい

と思いますので会員各位最低1枚出来れば2枚買って

戴きたくお願い致します。

※パンフレットが出来上りましたら皆様にお願い致

しますので宜しくお願い致します。

　第2事案は、過日、委員長と有志12名で、大槌町

を訪問させて戴きました。

　大槌町役場の生涯学習センター課長の佐々木様か

ら本が足りないとのご要望を頂きました。今、子供

も、大人もいろいろの苦しみ、悲しみを抱えており、

本を読んでいる時は、何もかも忘れて、時間を過ご

すことができ、又、本をたくさん読むことによって、

たくさんの知識、判断、さまざまな事を学び今後の

人材育成におおいに役立たせたい。しかし本をたく

さん買う予算がないとのことです。

　そこで皆様のご家庭で不要になった。本をご寄付

戴きたいと思います。

　有害書籍以外は、なんでも良いですが絵本等子供

向けの本大歓迎です。先ずは、6月5日を第1回の締

め切りとさせていただきます。担当は、西原です。

090-3252-2627以上宜しくお願い致します。　

　6/1例会日は、会場にご持参下さい。 6/3ご連絡

いただければ取りに伺います。その他は、西原又は、

内田君の会社にお手数ですがお届け願います。

第３事案大槌町から震災に負けない復興の決意の表

れのポスター(写真)が届きました。元気で頑張って

いる大槌町を励ますために会社等に張って戴き皆さ

んに応援して戴けるようお願い致します。ポスター

をコピー致します。１枚¥1,000で買ってください、

実費を引いた残金は、支援委員会の資金に入れさせ

て頂きます。

　次週、申し込み書を廻します。ご協力お願い致し

ます。


