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会長挨拶

加藤君、杉山（順）君、杉山（隆）君、田中君、土屋君、

望月君、矢岸君

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

２１/３５　　 　　　６０．００%　　　　２４/３５　　 　　６８．５７%

２７/３４　　 　　　７９．４１%　　　　　　　　  　　　　　３５名

司会：久保栄子君　指揮：石井和郎君

　24代目の会長として重責を担

うことになりました、宜しくお願い

いたします。

　我がクラブは、1989年に30名

の会員で三島南ロータリークラ

ブとして創立し私も創立メンバ

幹事 石井司人君

幹事報告

本年度幹事という大役を務めさせて頂きます。

メンバー各位のご協力を会長ともどもよろしくお願い

申し上げます。又、本年ガバナー方針の中に退会防

止には、例会の充実をしていこうと熱心に数字まで提

示まで出されて例会の出席率のよいクラブは退会者

が少ないとのことです。是非、例会を楽しく演出してい

ただけるようにＳＡＡともども頑張っていきたいと思います。

１．

７月１日　　小島　真君

７月１日　　小島　真君

７月２日　　渡邊照芳君

７月３日　　山田定男君

７月４日　　石井和郎君

入会記念日

会員誕生日

委員会報告
親睦委員会 遠藤修弘君

夏の家族例会　"はとバス" 希望コース確認のお願い

先般、夏の家族例会（８月２６日）「ブームに乗っかれ！東

京スカイツリー夏の思い出」にご多忙のなか参加申し込

みをいただきありがとうございました。ご案内のとおり内容

は"貸し切りバスで東京＆はとバス利用のスカイツリー見

学他ツアー"となっております。今回、この"はとバス"は２コ

ース用意しております。つきましては、希望コースを配布

いたしました確認用紙に記入の上、会費を添えて７月20

日までに提出してくださいますようお願い申し上げます。な

お、予約数の都合上、希望に添えないこともありますがそ

の際にはご理解、ご協力の程よろしくお願い致します。

《当日スケジュール》

７：１０ 三島駅集合　⇒⇒　９：５０ 東京駅着　⇒⇒　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

　⇒⇒　１８：３０ 東京駅発車　⇒⇒　２０：３０ 三島駅到着

解散

せせらぎ三島ロータリークラブ 検 索

ーとして参加しました。また2008年にはより発展を願いせせ

らぎ三島ロータリークラブと改称いたしました。名前は変わ

っても我がクラブは一貫した奉仕の志を持ち続けており、

歴代の会長をはじめ全会員によって成されました数々の

事業の業績は他のロータリークラブと比較しても、見劣りす

るどころか大いに誇れるものであると自負しております。本

年度もこれまでのクラブの業績をより発展しようと考えまし

てクラブ会長テーマとして「チ・カ・ラを出そう」を掲げさせ

て頂きました、今年度としましては、特に東日本大震災復

興支援と青少年育成について事業展開をしていくつもりで

す。人と人との繋がり「絆」が強調されるこの頃ですが、せ

せらぎ三島クラブは元元この「絆」が強いクラブです、この１

年間今まで以上にお互い力を合わせて行動いたしましょう。

池田龍司ガバナー補佐（伊豆中央ＲＣ）

土屋龍太郎君（ガバナー補佐事務局・

　　　　　　　　　　　伊豆中央ＲＣ）

芹沢弥生さん（米山君のゲスト）　

ようこそせせらぎ三島
ロータリークラブへ

夏の家族会参加会員　各位　　　　　　　　　　　　　　　　　  　平成

２４年７月６日

       親睦委員長　　　　岡　良森

       夏の家族例会担当　遠藤　修弘

夏の家族例会　"はとバス" 希望コース確認のお願い

前略、時下ますますご清祥のこととお慶び申しあげます。

先般、夏の家族例会（８月２６日）「ブームに乗っかれ！東京スカ

イツリー夏の思い出」にご多忙のなか参加申し込みをいただきあ

りがとうございました。

ご案内のとおり内容は"貸し切りバスで東京＆はとバス利用のス

カイツリー見学他ツアー"となっております。今回、この"はとバス"

は２コース用意しており、ご希望コースを選択の上、ご参加してい

ただきたいと思います。つきましては下記の内容を参考に、希望

コースを確認用紙に記入の上、会費を添えて７月２０日までに提

出してくださいますようお願い申し上げます。なお、予約数の都合

上、希望に添えないこともありますがその際にはご理解、ご協力

の程よろしくお願い致します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　�        　　　草々

記

《当日スケジュール》



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

委員会報告
親睦委員会

クラブ協議会

ＲＯＴＡＲＹ　ＮＥＷＳ

遠藤修弘君

出席者　山梨　西原　中村　山田　米山　鈴木　

　　　　中山　加藤　石井邦夫　　内田

○三島商工会議所青年部創立１５周年記念事業に対　し

ての協賛について 日本一の三島コロッケを造る　３万円

の協賛をする　全員の賛成で承認

○会長より　各委員長さんには早めに事業報告書を　提

出していただきたいとのお願いがあり散会にな　りました

第１５回理事役員会報告

ビジター 窪田　明君（三島西ＲＣ）

ようこそせせらぎ三島
ロータリークラブへ

夏の家族例会　"はとバス" 希望コース確認のお願い

先般、夏の家族例会（８月２６日）「ブームに乗っかれ！東

京スカイツリー夏の思い出」にご多忙のなか参加申し込

みをいただきありがとうございました。ご案内のとおり内容

は"貸し切りバスで東京＆はとバス利用のスカイツリー見

学他ツアー"となっております。今回、この"はとバス"は２コ

ース用意しており、ご希望コースを選択の上、ご参加して

いただきたいと思います。つきましては、希望コースを配

布いたしました確認用紙に記入の上、会費を添えて７月

20日までに提出してくださいますようお願い申し上げます。

なお、予約数の都合上、希望に添えないこともありますが

その際にはご理解、ご協力の程よろしくお願い致します。

《当日スケジュール》

７：１０ 三島駅集合　⇒⇒　９：５０ 東京駅着　⇒⇒　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

　⇒⇒　１８：３０ 東京駅発車　⇒⇒　２０：３０ 三島駅到着

解散

平成２３年�７月１日�金曜日�  19時40分�より

ブケ東海三島     

           

出席者� 渡邊　山田　片野　山本（良）　矢岸　

　　　　山口（辰）　西原　根津　中山　兼子　

　　　　山本（章）　太田　石井（司）

欠席者� なし�        

オブザーバー� なし�        

司会者� 山田幹事�　　　記録者　石井（司）   �  

           

①新会員のロータリー教育の件

　○新会員の教育についてはパスト会長に依頼させ　　

て頂きたく要請をかける（会長）

　○古参会員と中堅会員が当たったらよい（兼子）

　○会員組織委員会が担当させて頂きたい（片野）

②東日本大震災復興の件

　○復興支援スマイルの要請が地区からあったが、　　

せせらぎ三島RCでは独自の方針を出す方向であ　　る（会

長）

③夏の家族会の件

　○夏の家族会は8月21日に企画予定（中山）

　○親睦例会について

　　7月15日の予定：スポーツ吹き矢のゲームを用意、　

　　　　　　　　新会員の歓迎会

④その他

　今年度の例会は禁煙例会として実行（SAA）

　

第１回理事役員会報告

委員長　片野誠一君会員組織委員会

会員組織委員会は、ロータリークラブを理解していただく

と共に、各委員会との連携を保ち、クラブ運営の充実を

はかっていきたいと思います。

1．�ロータリー情報の提供

2．�会員増強と維持（クラブ1名増強）

3．�新会員との対話

4．�会員選考・職業分類

委員長　大房正治君会員増強委員会

各クラブは、一事業、一専門職務、または一種類の社会奉

仕に偏らないバランスのとれた会員構成を有しなければな

らない。

会員の維持率を高めるために、クラブは、会員と地域社会

にとっての重要性を保ち、クラブのプログラムと地元地域社

会への奉仕を改善し、個々の会員を効果的に従事、参加さ

せ、その関心を絶えず引き付けるような対策を講じるべきで

ある。（手続要覧による）

①退会者の理由は？

仕事の変化のため・人間関係・例会のマンネリ化等が考え

られます。

②入会者を増やすためには、ロータリアンの皆様が例会並

びに事業や行事に参加していただき、ロータリーに関心を持

ち、ロータリーが楽しくて大好きにならなければ、入会者を勧

誘しても説得力がありません。

奉仕プロジェクトとして二つの重点奉仕にクラブとして全力

を傾注する、また、単年度でなく奉仕に継続性をもち数年

間継続するこれもＲＩの要望であります。当クラブの事業は

単年度事業もあり継続性の事業もあります。

地区ガバナーまた当クラブ渡辺会長の方針であります、

東日本大震災復興支援はまさに奉仕事業であります、私

たちは地域社会のニーズを吸収し会員の英知を集め、継

続性のある奉仕活動を選択してクラブの長期計画を作成

します。

１．国際奉仕委員会の長期継続事業となりました、　　タイ

放置自転車贈呈事業をバンコクスリオンク　　ラブの協力

にて１１月４日に実施。今回で９回　　目の事業となります。

２．青少年育成委員会の「３年後の自分への手紙」　　事

業の実施

委員長　山本良一君奉仕プロジェクト委員会

幹事　石井司人君幹事挨拶

　社会奉仕団体に加入して32年が経ちます。今年度、幹

事の大役を務めさせていただきます。

　なにせ、事業系の仕事が多く、総務系の仕事の経験が

なく、太田会長にはご迷惑をかけることもあろうかと思いま

すが、一年間無事に走り抜けられれば良いかなと考えてお

ります。

　「ロータリーの楽しさは例会の楽しさ」と、ガバナーが力強

く申されておりました。私としても楽しい例会になるように「

会長」とともに演出させていただきたいと、メンバー皆様の

協力のもと、よろしくお願い申し上げます。

クラブ協議会

会長　太田政人君会長挨拶

　平和という概念は、人によって、文化によって異なります。

心の平安や家族の幸せ、満足感を指す場合もあるでし

ょうし、人間の基本的ニーズが満たされた安全な状態を

指すこともあるでしょ う。平和をどのように定義するにせよ、

それは奉仕を通じて達成できる目標です。

　ロータリーにおいて、奉仕とは、片手間にすることでも、

たまに取り組んでみることでもありません。奉仕とは生き

方です。それは、思いやりの心を重んじることであり、調 

和へといたる道です。生活のあらゆる場面で奉仕を実践

することによって、私たちは分かち合いの精神を育み、

友好を見出し、平和の道を選ぶことができます。

　2012～１３ロータリー年度には、平和が私たちの焦点、

そして目標となり、ロータリアンの皆さまには、「奉仕を通

じて平和を」もたらすため、積極的に活動していただくよ

うお願いいたします。平和に向けた努力は、すべての人、

家族、クラブ、地区、地域、そして国から始まると思います。

　ロータリーの中核にあるのは、奉仕の力に対する信念

です。奉仕を優先すれば、自分よりも他者のニーズが 

優先され 、考え方ががらりと変わり、人々が抱える困難

に対し、深い同情の心が生まれます。人々を助けよう、人々

がもっと幸せになるよう自分にできることをしよう、という気

持ちがさらに湧き上がります。自分の時間やリソースを 

惜しみなく与え、新しい考え方に対してもさらに心を開く

ことができます。それは、他人を変えようとするのではなく、

すべての人やものが自分に何かを教えてくれること、毎日、

新たな成長の機会が与えられることを認識することにな

ります。

　奉仕を通じて、私たちは、違いに対して寛容になり、周

囲の人に対して感謝の気持ちを抱くようになります。感謝

の気持ちを持てば、もっと相手を理解でき、あらゆる人の

中に善を見出せるようになります。こうした理解を深める

ことで、他者への尊重の念が高まり、互いに対する尊重

の念があれば、人々は平和に暮らすことができると思い

ます。

　ロータリーの奉仕は、さまざまなかたちで平和を助長し

ます。私たちは、クラブと地区で、世界中の地域社会に

健康、安全、人間の尊厳をもたらすために活動し、競争

よりも協力、自分の儲けよりも公益に価値を置こうという気

持ちが、私たち一人ひとりの中に生まれます。自分を見

つめることを通じて、私たちは、完壁な人間などいない 

ということ、そして誰もが人から何かを学べるということを

理解します。

　ロータリー独自の標語、「超我の奉仕」は、奉仕の最高

のかたちを表しています。このような奉仕こそ、私たちが

歩むべき道であると、私は信じています。この道はロータ

リアンが築いた道であり、世界のすべての人々が歩むこ

とのできる道です。さらに深い思いやり、満足、寛容、理 

解へといたる道です。「奉仕を通じて平和を」を標榜す 

るなら、私たちは、自分たち、そして世界のために、さら

なる平和へ向けて邁進していくことがで きるでしょう。

委員長　山本良一君クラブ奉仕委員会

　ＳＡＡはじめ７つの委員会の優秀な委員長、委員が今年

度の当クラブ運営に活躍していただき、太田会長の目標

であります「青少年育成事業」をさらに追求し、充実した活

動のい年になるよう、また、ＲＩ会長テーマ「奉仕を通じて

平和を」、地区方針「クラブは自ら活性し、お互いのつなが

りを実感しながらロータリーを進展させよう」をよく理解し、

委員会活動を進めて行きます。

委員長　久保栄子君ＳＡＡ委員会

　例会が円滑に進行できますよう緊張感をもって役目を果

たしていきたいと思います。皆様のご協力をよろしくお願い

いたします。

委員長　片野誠一君出席委員会

１，出席はロータリーの基本であります。会員の皆様がロー

タリー活動に参加し楽しいロータリーを過ごして頂くために

出席委員会として支援していきたいと思います。　　

２，本年度の会長事業方針に沿った、会員のロータリー活

動の参加状況を把握し、例会において報告する。　　　　　

３，特に新会員の皆様に活動に参加しロータリーを理解し

ていただくために支援していきたいと思います。

　広報委員会の役割は、クラブの活動や奉仕活動を一

般の方々に知っていただくことです。その手段として、新

聞やテレビといったマス媒体を利用したいと思います。結

果として会員増強につながればよいと思います。

　週報、ＨＰについては予算内で充実を図っていきたいと

思います。

委員長　米山晴敏君広報委員会



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 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

委員長　岡　良森君親睦活動委員会

2012～2013年度活動方針

　今年度における親睦委員会の活動方針としましては、

予算の有効活用と会員相互の親睦および家族の絆を

確認し合えるようなものをご提案してゆきたいと考えてお

ります。また、ここ数年行っていた親睦お楽しみ例会を

割愛し、予算の集中および充実に努めたいと考えており

ます。

　尚、通常例会においては、笑顔のある受付業務に努め、

皆さんより沢山のスマイルがいただけるように努めるとと

もに出生率向上に繋がる雰囲気づくりを心がけたいと思

います。

　　１、２０１２年  �８月２６日�夏の家族例会

　　２、２０１２年 �１２月２１日�クリスマス家族例会

　　３、２０１３年 �　１月１８日�新年親睦例会（鏡開き）

　　４、２０１３年�　３月２４日�春の家族例会

　　５、２０１３年�　６月２８日�さよなら例会

�     

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　鈴木政則君情報・文献委員会

１．　新会員には、ロータリーの知識を深めるのに役立つ情

報を提供する

２．　「ロータリーの友」については、同誌に掲載されている

ロータリー情報や知識を十分把握してもらうように努める

３．　ロータリー外にも、同誌の配布を心掛けロータリーへ

の理解を深めてもらうとともに、必要な情報を提供していく。

委員長　根津延和君プログラム委員会

　今年度、卓話は委員会での話を含めて一人一回話せる

ようにプログラムしました。年度最後に一枠空いていますが、

今年度に新入会する人の為に空けてあります。入会のな

い場合は会員増強委員長の卓話にします。

　卓話の進め方ですが、ガバナーの方針で聴衆も参加で

きる形式でして欲しいという要望があり、卓話者は工夫して

下さい。　また、卓話時間の変更のある時は早めに連絡下

さい。

委員長　宮澤正昭君職業奉仕委員会

　今年度は、職業奉仕委員会として、職業奉仕の理念を

原点に戻り見つめ直す。自分の職業の内容（セールスポイ

ント）を卓話の中で聞いていただく事で、クラブ会員の皆

様に自分の現状を認識して貰う機会を作り、奉仕活動に

繋げて行きたいと思います。

　東日本大震災復興支援委員会、社会奉仕委員会と連

携を取りながら、一年やっていく様考えています。

委員長　小林　勝君社会奉仕委員会

　本年度、社会奉仕委員長を仰せつかった小林勝です。

太田会長の「知恵と肉体を使い、楽しい奉仕活動を!!」を

念頭におき、強く要望されております「３年後の手紙」の成

果を、検証して会員の皆様に継続実施していただくよう、

努力していきたいと思います。

　具体的には、３年前に第１回として実施しました、生徒に

書いてもらった自分への手紙を返信し、感想等のアンケー

トを行ないます。その上で今年度以降の継続事業として行

なっていくか会員の皆様にご判断いただきます。

　又、ハンドベル「ミセスアモーレ」の活動にも従来通り、御

協力と御支援をしていきたいと思います。

委員長　山口雅弘君国際奉仕委員会

　国際奉仕委員会は、【ロータリー財団・米山奨学生・ＧＳ

Ｅ・タイ放置自転車贈呈プロジェクト】が活動内容です。

本年度の活動の主軸としては、昨年、未曾有の洪水に見

舞われ延期（現地で２０１２年３月実施）となりました１０年度

目を向かえるタイへの放置自転車贈呈です。

　４月に財団法人日本自転車駐車場整備センター理事

長がバンコクを訪問し、贈呈用の自転車の確保を約束済

みとの事です。

　本年度は３３５０地区自転車委員会が贈呈先等を選考中

で、当クラブ１１月参加の要望をスリウォンＲＣに要請し、現

在調整頂いております。



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

ＲＯＴＡＲＹ　ＮＥＷＳ
出席者　山梨　西原　中村　山田　米山　鈴木　

　　　　中山　加藤　石井邦夫　　内田

○三島商工会議所青年部創立１５周年記念事業に対

　しての協賛について 日本一の三島コロッケを造

る　３万円の協賛をする　全員の賛成で承認

○会長より　各委員長さんには早めに事業報告書を

　提出していただきたいとのお願いがあり散会にな

　りました

第１５回理事役員会報告

ＲＯＴＡＲＹ　ＮＥＷＳ

新入会員　入会式

小島　真君 杉山順一君

卓話
太田政人君：本年度、１年よろしくお願いします。

石井司人君：幹事役で1年間皆様よろしくお願いします。

兼子悦三君：今日から太田・石井年度が始まります。１年

間大変ですが頑張ってください。応援していきます。

山口辰哉君：太田会長・石井幹事、新年度の始まりです。

よろしくお願いします。岡さん、昨晩内田さんとおいしいウイ

スキーをいただきました。ありがとうございました。

久保栄子君：新年度、会長・幹事、よろしくおねがいします。

会場監督として、皆様の協力を得ながらしっかり進めてい

きたいと思っております。

石井邦夫君：新年度、太田会長、石井司人幹事、是非頑

張って下さい。太田会長を①石井司人②石井邦夫③石

井和郎の黄金トリオで盛り上げたいと思います。

矢岸貞夫君：新年度、太田会長、石井司人幹事の運営に

期待しておりますので是非頑張って下さい。最大限協力し

ます。

片野誠一君：新年度も宜しくお願い致します。

宮沢正昭君：太田会長・石井（司）幹事、１年間宜しくお願

いします。

スマイルボックス

山田定男君：太田年度おめでとうございます。

岡　良森君：太田年度ガンバリましょう。１年間親睦委員長

ガンバリます。委員会のメンバーの皆様宜しくお願いします。

澤田　稔君：太田会長、石井幹事、１年間よろしく。歯の治

療もよろしくお願いします。

山本良一君：太田会長、石井幹事年度のスタートです。楽

しく１年間を頑張りましょう。

渡邊照芳君：本日より太田、石井年度のはじまりです。あっ

という間に１年終ってしまいますので楽しんで１年間頑張って

下さい。

山本　章・中村　徹・大房正治・西原克甫君：太田会長、石

井幹事１年間よろしくお願いします。久保さんもガンバって

下さい。

服部光弥君：今日一番乗りで会場に来ました。僕の“やる気”

を見て下さい。口先だけの服部でした。44年式のクラッチ

はたぶん今年もすべりまくりです。

米山晴敏君：太田会長、石井幹事、1年間頑張って下さい。

又、よろしくお願いします。


