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会長挨拶

大房君、小林君、杉山（順）君、杉山（隆）君、山本（章）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

28/34　　 　　82.35%　　　　　32/34　　 　　94.12%

28/34　　 　　82.35%　　　　　　　　  　　　　　　35名

司会：久保栄子君　指揮：石井和郎君

幹事 山田定男君

幹事報告

例会変更

三島ＲＣ　　　６月27日（水）　

　　　　　　　さよなら例会　　リオ

三島西ＲＣ　　６月28日（木）　

　　　　　　　サヨナラ例会　　はなぶさ旅館

伊豆中央ＲＣ　６月26日（火）

　　　　　　　新旧役員交代会　大仁洋ﾗﾝﾊﾟｰｸ

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

は有りませんでしたが、チャーターナイトには参加

する事が出来ました。

　ＲＣでの職業分類は「道路建設」になっていますが、

日本標準産業分類ですと総合建設業の「一般土木建

築工業及び舗装工事業」に該当します。

　社歴は大正７年総業、昭和24年創立、祖父、父、

に続き３代目になります。日本国内の景気、人口減少、

円高による企業の海外移転などで、多くの業界が厳

しい状況の中、建設業界におきましても工事量がピ

ーク時の半減となり、公共事業が多い会社に摂り如

何に受注を確保するのか戦いの日々です。

　土木工事は現在、東駿河湾環状道路の東大場団地

の南側に位置する、国土交通省発注の「大場北工区」

にて高架道路の橋脚工事、函南町塚本にて静岡県発

注の東駿河湾環状道路が高架から下がり、伊豆中央

道路との合流個所にて工事を施工しております。こ

れらの工事の完成は平成25年度末、ですので約２年

後には国道１号線塚原より直接伊豆中央道に入る事

が出来、通行時間が大幅に短縮されます。

　道路工事におきましては、ガス管埋設工事、ＮＴ

Ｔ管路工事、舗装工事と道路での作業が多く、交通

量が多い道路では夜間工事となり、通行する車両や

住民の皆様にご迷惑を掛ける仕事になります。

　建築工事におきましては、静岡県東部家畜保健衛

生所建築工事、県営光が丘団地13号棟全面的改善工

事（住宅リニューアル工事）、ＮＴＴドコモ鉄塔基

礎工事３ヵ所等を"無事故無災害"の中で進めており

ます。

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

　山本良一君は東京の建設会

社において不動産管理、企画、

販売を8年余経験し、昭和59

年に三島へ戻り現在の会社に

入社、昭和62年社長就任、三

島南ＲＣ入会は平成２年１月

５日、チャーターメンバーで

　伊豆縦貫道路が全面開通いたしますと地域の交通

が便利に成り、かなりの時間短縮が図られます。また、

県営光が丘団地13号棟全面的改修工事が完成しますと、

入居された方は今まで以上に快適に住むことができ

ます。「まだまだ、当地域の社会資本整備は必要で

あり、地域の方が安全で安心な生活が出来る環境を

整備していくことは必要不可欠です。」と、山本君

は力説していました。

　益々のご活躍をお祈りいたします。

６月４日　矢岸克行君

６月６日　望月保延君入会記念日

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

兼子悦三君

　今回で22回目の卓話ですが、２～３日前まで話すこと

が決まりませんでした。次期会長にそろそろ卓話を卒業

させてくださいと話をしたところ、来年からは若い人を中

心にするから来年度は卓話がないとの事でした。今日が

最後の卓話だと思っています。

　今考えると最初の頃の卓話の楽しさから、卓話の話を

創り出す苦悩に変化するということは、やはり年を取り老

いて行くのだとつくづく感じました。人間誰でも平等に年

を取って行く訳ですが、なかなか自分が老いて行くのは

分りません。

　最近、私も人生76年を振り返り、自分の生きた人生を

考えています。この世に生まれて10年ぐらいはこれといっ

た記憶もなく小学生時代わずかな記憶、特に戦時中とい

う時代の中で戦争の記憶だけが少し残っています。中学

時代年齢的に15歳ぐらいの時、大きな環境の変化があり、

多くの友人たちと別れて愛知県から父母の生まれた静

岡に移り住んだということです。20歳代では大学生として

苦労もありましたが、一番楽しい年代だと今でも覚えてい

ます。25歳前後は本当の社会人として世の中に出て責

任感を背負う人生の岐路、そして30歳ごろは結婚による

新しい人生と責任感、そして浮き沈みの激しい10年間。

そしてようやく企業の安定を迎えた40代。と同時に身体を

悪くした40歳代。そして鼻高くなった50歳代。企業の拡大、

資産の拡大、そして前のみを見て突き進んで周りが見え

なくなった時代。ちょうどその頃バブルがはじけて無駄な

財産を持ってしまった時代。この様に私の人生はあの時

こうしておけば良かったなと思うことが山ほどある訳です。

　どうして人生はこんなに変化に富んだものだろうとつくづ

く感じます。こんなに急いで何かをしなくてもいいものと思

いますが、その動機は「老い」でした。人間、自分では感

じないのですが、20代、30代、40代、50代と年を重ねるご

とに無意識の中で時間の存在を考えている訳です。そし

て残り少なくなった時期を大切にしようと思っても、毎日

それはなくなって、過ぎ行く時です。子供の頃いろいろな

事をして遊びながら過ごした一日の満ち足りて長かった

時間。それに比べて今ではその日さしたる仕事もしない

のになんと早く過ぎてしまう一日だろうとつくづく思います。

　私の人生の中でロータリーに入会させていただいたこと

が心の栄養というか、安らぎというか、財産になった訳です。

ロータリーは誰でも平等、年齢の差もありません。ロータリ

ーは職業を通じて社会に奉仕する。これはロータリー創

立当時からの基本的哲学であります。創立者のロバート・

テイラーが世界恐慌の中で具現化したのが、この職業

奉仕思想です。その時出来たのが「四つのテスト」です。

言行はこれに照らしてから

①真実かどうか

②みんなに公平か

③好意と友情を深めるか

④みんなの為になるかどうか

リレー卓話

卓話内田憲一君：毎月、月初めに隣組の定会があるため早
退します。今年は苗から作って田植えを４日にやりま

す。毎日昼食をとった後田んぼの見回りに行くのが日

課になりました。心地よい疲れがとても良いです。

久保栄子君：先週お休みして申し訳ございませんでし

た。三島ロータリーにメイキャップしてきました。他

クラブに出向く事もとても新鮮で良かったです。

太田政人君：今日６月１日は西伊豆仁科川の鮎釣り解

禁日です。早速行ってきました。結果は５匹。ダメでし

た。

兼子悦三君：本日は私の卓話です。多分楽しい話では

ないので、スマイルします。興味なければ目を閉じて

休んで下さい。

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

　この四つのテストは是非若いロータリアンが頭の中に入

れていただきたい哲学です。

　せせらぎ三島ロータリーもまもなく創立25周年を迎えます。

４分の１世紀になる訳ですので、若い後輩たちがますま

す勉強してロータリーの哲学を頭の中に入れて自分の会

社を立派なものにして下さい。

　クラブの中では先輩も後輩も分け隔てなく友情をはぐく

んでいただけるのを祈念して卓話を終わらせていただき

ます。


