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会長挨拶

内田君、片野君、杉山（隆）君、西原君、服部君

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

29/34　　 　　85.29%　　　　　30/34　　 　　88.24%

29/34　　 　　85.29%　　　　　　　　  　　　　　　35名

司会：石井和郎君　指揮：山本　章君

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

やっていたそうです。当時日本は、高度成長期とい

う事もあり車の売れゆきも良く又販売成績でNO1と

いう時もあり月に３０万～４０万円位の給料をもら

っていたそうです。同じ年齢の友達に比べかなりの

高給を取っていたが、はっきり言って狂っていたそ

うです。（かなり色々な面で遊び狂っていたと思い

ます）。

 そして、このままでは人間がダメになると思い３年

でトヨタをやめ、６～７年決まった会社に勤めず色々

な会社の営業の手伝いをしながら、３２歳の時今の

会社を立ち上げました。

　会社を興した最初の頃は、ボーナス も払えず金銭

的にかなり苦しかった又金融機関からの借り入れ時

の保証人も親から協力してもらえず苦しかったが、

役所に勤めていた１２歳はなれている兄が、面倒を

みてくれて大変助かったと言っておりました。生き

ている時は大変厳しかった父が亡くなった時、自分

達家族名義に残した定期預金の通帳を観た時、又生

前自分の会社の事を大変心配していた事兄から聞い

た時、もう少し親孝行をしていれば良かったと言っ

ておりました。

　３０年この仕事をしていて感じた事は［やまびこと、

たらいの水］自分の言った言葉・言動は必ず帰って

くる。そして手前に引き入れようとすると逃げていく、

押してやると戻ってくる。お客様・相手に対して一

生懸命尽くせば必ず相手は理解してくれる。そして

後から自分に還ってくる。この仕事していていつも

心掛けているそうです。今、息子さんも会社に入っ

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、米山晴敏君の職業

紹介をさせていただきます。

米山君は、㈱共同開発の代表

取締役で住宅用地・宅地分譲

事業をおこなっております。

大学卒業後は、静岡トヨタ販

売に入り特販課で営業を

て仕事をしているが、息子さんには会社を継がなけ

ればならないと言うプレシャー感じずもう少し自由

に仕事してもらいたい、今の会社は息子がやれる力

があれば良し他に出来る人材があれば良し、そして

６５歳で現役を退きたい。そして、その後何をやる

か今模索中である。何か良い考えがあれば教えてほ

しいと言っておりました。

　私も米ちゃんとは付き合いも長く色々と遊んでも

らっておりますが非常に付き合いが良く、かなり体

がきつい時でも顔に出さず付き合ってくれます。彼

が７年前に大腸ガンの手術をした時も、仲間にはそ

の素振りを見せず平常どうり接してくれました、米

ちゃんが飲み屋の色紙によく書く言葉「義理と人情

とやせ我慢」その通りの人生だと思います。還暦も

すぎ体力も落ちてきたと思いますので、これからは

遊びもぼちぼちやりましょう。

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、



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

矢岸貞夫君

　黒子(ﾊｲﾂ)とは、中華人民共和国に於いて、一人っ子

政策に反して生まれた事を原因とする、戸籍を持たない

子供たちの事である。その数は数千万から数億人とばら

つきがあり、実数ははっきりしていない。

　この言葉における黒は「闇」という意味で、これは政府

の視点による言葉である。背景には一人っ子政策におけ

る賞罰の明確性が挙げられる。

　一人っ子の時には様々な恩恵が得られるのに対し、二

人以上の子供をもつと「両親ともに昇級、昇進の停止」、

「学校への優先入学権の剥奪」、「各種手当の停止」な

どの極めて大きな待遇の差が生じる。こうしたことから逃

れるために、二人目以降の子供の出生登録をしないとい

う事態が起こっている。

　特に労働力を必要とする西部の農村地域ではその傾

向が強いと考えられている。農村では、一人っ子政策実

施以降、男子の誕生を願う傾向が強化され、胎児が女

子であることが分かると中絶することも多く、人口統計で

も男子の誕生割合が他国に比して極めて高いという結果

となって現れている。

　又、中国の一部では、子供が生まれてから数時間の間

に密輸業者に売られ、その業者が中国国内の富裕層や

外国へその子供たちを売り飛ばしていると言われている。

　たとえば、福建省の北部では80年代から90年代にかけ

て、一万人以上の乳幼児が仲介業者に売られたとされる。

リレー卓話

卓話
岡　良森君：今年から国際交流協会で在留外国人支援

関連の仕事でがんばっています。1700余名の市内在住

外国人のお世話がメインです。

米山晴敏君：渡邉会長、職業紹介の時に良い事だけを

言っていただきありがとうございます。

矢岸貞夫君：先週は誕生日プレゼントありがとうござ

いました。本日は今年度３回目の卓話です。話す事が

ありません。いいかげんにして下さい。

山本良一君：本日、矢岸さんの卓話、いい人が待ってま

すので早退します。いい卓話が聞けず残念です。

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

世界ポリオ撲滅推進計画（GPEI）はこの度、「2012-13年

世界ポリオ緊急行動計画（Global Polio Emergency 

Action Plan 2012-13）」を立ち上げました。この1年間で

ポリオ発症数は大幅な減少を見せているものの、いま

だに資金不足の問題が残されており、予防接種の徹底

化も緊急に求められています。 

この計画は、3つのポリオ常在国（ナイジェリア、パキス

タン、アフガニスタン）における予防接種活動を充実化

させることを目的としています。5月25日、ジュネーブ

で開かれた2012年世界保健総会でも、各国の保健大

臣がポリオ撲滅を「世界公共保健プログラムの緊急事

態」として宣言するための決議を可決しました。 

2010年以降、ポリオ撲滅活動では大きな進展が見られ

ました。インドは2012年2月に世界保健機関（WHO）によ

りポリオ常在国リストから除外され、ポリオがなくなっ

た国における再発生は抑えられています。しかし、同じ

く2010年以降、パキスタンやナイジェリアからのウイル

ス流入により、中国や西アフリカでポリオの新たな感

染者が確認されています。今、ポリオを完全に撲滅し

なければ、今後10年間で20万人の子どもたちがポリオ

の脅威にさらされると予想されています。 

世界保健機関のマーガレット・チャン事務局長は、「ポリ

オ撲滅は、成功と失敗の分かれ目にあり、緊急事態と

して、ポリオの脅威が最も大きな地域で集中的に予防

接種を行わなくてはならない」とし、撲滅達成に向け

て速やかに対応する必要性を訴えました。

また、ポリオ撲滅が達成されれば、2035年までに400

億～500億ドルの医療費の節約が期待できるとも予測

されています。 

カルヤン・バネルジー国際ロータリー会長は、「インドで

の成功例が証明するように、ポリオ撲滅は達成できま

す。問題は、それを支援する政治的・社会的意思がある

かどうかです。ここで撲滅活動をやめてしまえば、毎

年20万人の子どもたちが身体の自由を奪われてしま

います」と話します。 

ＲＯＴＡＲＹ　ＮＥＷＳ

ポリオ撲滅は公共保健上の緊急課題 

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

中国一人っ子政策について


