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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

２６/３４　　 　　　７６．４７%　　　　３１/３４　　 　　９１．１８%

２９/３４　　 　　　８５．２９%　　　　　　　　  　　　　　３５名

司会：久保栄子君　指揮：石井和郎君

　ロンドンでは連日熱い戦いが続

いておりますが、日本も毎日暑い

ですね、まだ8月になったばかり

ですので、この暑さは当分我慢し

なければならないでしょう。

　本日も、ガバナー補佐の稲葉

幹事 石井司人君

幹事報告

例会変更　　三島西ＲＣ　 　

８月30日（木）→31日（金）　　　ガバナー公式訪問

１．

８月６日　　中山和雄君

８月８日　　根津延和君

８月９日　　中山和雄君

会員誕生日

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

平成24年７月６日　金曜日�  19時30分～20時

ブケ東海三島     

出席者　　 太田政人�　 石井邦夫� 　山口雅弘� 　

　　　　　　　兼子悦三�　 山本良一�　 宮澤正昭� 　

　　　　　　　根津延和� 　久保栄子�   渡邊照芳�　

　　　　　　　小林　勝�  　石井司人�   岡　良森

欠席者　　 加藤正幸�  

司会者�　石井司人� 　記録者� 　加藤正幸（代）石井司人�

①３年後手紙の発送の件�     

 アンケ-トを同封する作業を7/13例会の時間を使用し 

　たい� 　　　　　　　　　　　　　　　　　         　　　　承認�

②地区の補助金の件�     

　大づち町の支援に対する補助金申請をする予定�         

         　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承認�

第１回理事役員会報告

入会記念日

山岡　修一君（三島ＲＣ）：せせらぎ三島ＲＣが作った「忘

れない３．１１」のシール300枚は南三陸町ボランティアセン

ターで奉仕の方々に配ってもらいました。「もっと有りませ

んか？」との事です。７／２９～８／２伊豆の吊るし雛作りの

第２回講習会に総勢12人で行ってきました。おばちゃん、

おばあちゃんが次はいつですかともうオファーが入ってます。

加藤正幸君：明日土曜日、長泉わくわく祭に杉山様サイ

ンズアースと当社パッケージプラザカトウが出店します。

よろしければ遊びに来てください。

スマイルボックス

せせらぎ三島ロータリークラブ 検 索

さんがお見えになっております、職業奉仕についての第二

弾をお話くださるそうです、よろしくお願いいたします。

ロータリー財団には地区補助金があります。手続要覧には

次のように書かれています「地区補助金は、地区および地

区内クラブの奉仕活動または人道的活動を支援すること

を目的とする。地区は、複数の地元プロジェクトあるいは

国際的プロジェクトを支援するため、地区財団活動資金

の20パーセントまでを補助金として申請できる。地区ロー

タリー財団委員長が、地区ガバナー・エレクトと協力して補

助金を申請する。」これに従いまして、今年4月に第2620地

区ロータリー財団委員会補助金小委員会より「地区補助

金申請の案内」がありました。補助金総額は32,992ドル（約

270万円）、補助金は当該プロジェクトの総予算金額の最

大50%まで、かつ30万円までとありましたので、我がせせら

ぎ三島ロータリークラブもこの補助金を活用しようと思いま

して、理事役員会に諮り東日本震災復興支援事業を補助

金の対象として6月22日に電子メールにて申請書を提出

いたしました。7月28日に次のように申請承認の電子メール

がありました。補助金は27万円で、ＲＩに申請するその際事

業に対して指摘があれば連絡がある、ＲＩよりの送金は11

月初旬ＵＳドルで為替レートにより金額に多少の変動があ

るかもしれませんとのこと。因みに本年度の我がクラブのロ

ータリー財団寄付金は287,000円の予算となっています。

多額の補助金を頂けることになりました、震災復興に大い

に役立てたいと思います。

稲葉良弥第２分区ガバナー補佐（三島ＲＣ）

大庭治美君（ガバナー補佐事務局・三島ＲＣ）

山岡修一君（三島ＲＣ）

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

いよいよ今月末26日（日曜日）夏の家族会です。

≪当日の日程≫

集合時間は、三島駅楽寿園入口に朝7時10分、帰りは三

島駅に20時30分の予定です。東京駅に着きますと２コース

に分かれ「はとバス」に乗車し、皇居、有名ホテルでのバイ

キング、そして東京スカイツリーへ向かいます。それ以降は

コース１は浅草へまわり17時10分東京駅、コース２は15時50

分ころに東京駅に着く予定ですが、どちらとも途中下車し

自由行動をとって頂いても結構です。最終的に18時20分

頃に東京駅集合となります。（当日確認）

なお、東京スカイツリーの入所券は第1展望台までとなって

おります。第2展望台へ行くには別途入場料がかかります。
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出席者　　 太田政人�　 石井邦夫� 　山口雅弘� 　
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①３年後手紙の発送の件�     

 アンケ-トを同封する作業を7/13例会の時間を使用し 

　たい� 　　　　　　　　　　　　　　　　　         　　　　承認�

②地区の補助金の件�     

　大づち町の支援に対する補助金申請をする予定�         
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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　土屋　巧君会員組織委員会

クラブ協議会職業奉仕第２弾

数十年前の"ロータリーの友"の職業奉仕月間のある座談

会をまとめてみました。入会間もない若いロータリアンの

入会動機の発表及びその討論でした。

Ａさん"私はロータリーに入り、友達を増やし、その人達が皆、

得意先になれば一度に５０人～６０人の得意先増となり売

上が増え商売上に非常に利益と考えそれで入会した。"

Ｂさん"何と嘆かわしい。それでは奉仕の精神がまるでなく

利益追求だけだ。そんな人にはロータリーに入ってもらい

たくない。私は人の為、世の為に役立ちたいと思って入会

し、又そういう人達の集団だと思った。ロータリーはそういう

会であるべきだ。"

Ｃさん"Ａさんの考え方は必ずしも間違ってはいないと思う。

自分の職業に自信がありそれを買えば、又はそれを使え

ば必ず役立ち、会社に貢献すると思いそれを広めようとす

る事は正しいと思う。"

Ｄさん"我々はクラブの活動として、又、委員会活動として

奉仕活動をする。その努力する姿を見ながら、信頼と友

情が深まり、それが商売上の事に自然と結びついていく

事であって、Ａさんの様に最初からそれを目的にするのは

行き過ぎだと思う。"

さて、皆さんはどの人の考えに同調しますか？私はＤさん

の考えに近いと思いますが、皆さんの考え方はいかがで

すか？

ロータリーの友の編集者の結論は"それは貴方自身で考

えなさい"と言う事でした。

"ロータリアンの中には入会して間もない人、入会歴４０～５

０年の人も様々おります。夫々の考え方は変化していって

当然です。

それで　Ａさん、Ｂさん、Ｃさん、Ｄさんの"どれが良くて、ど

れが悪いとはいえない"という事だそうです。

私自身、最初はロータリーの友の編集者は逃げを打った

と思いましたが、今はこう答えざるを得なかったと思ってお

ります。

ガバナー補佐挨拶

静岡第２分区ガバナー補佐
稲葉　良弥君

山岡　修一君（三島ＲＣ）：せせらぎ三島ＲＣが作った「忘

れない３．１１」のシール300枚は南三陸町ボランティアセン

ターで奉仕の方々に配ってもらいました。「もっと有りません

か？」との事です。７／２９～８／２伊豆の吊るし雛作りの第

２回講習会に総勢12人で行ってきました。おばちゃん、お

ばあちゃんが次はいつですかともうオファーが入ってます。

加藤正幸君：明日土曜日、長泉わくわく祭に杉山様サイン

ズアースと当社パッケージプラザカトウが出店します。よろ

しければ遊びに来てください。

スマイルボックス

ゴルフ同好会 服部光弥君

三島ＲＣ開催　４クラブ対抗

９月３０日　芦ノ湖カントリー　８：０５スタート

皆様の参加をお待ちしています。

「地区会員増強・維持セミナーを終えて」

　平成２４年７月15日２６２０地区の会員増強セミナーのため

山梨県甲府まで太田会長と共に行ってまいりました。

会合は、ガバナーによる講義と各分区による会員増強の

具体案をまとめるべく、話合いが行なわれ、その報告をす

る形式で進行いたしました。

ガバナーからは以下のようなお話がありました。

・２０１５年６月３０日までに全世界で１３０万人の会員とする。

・地域差に配慮しながら維持にも力を入れる。（日本は維

持重視だそうです）

・ここ１５年様々な手段は講じたものの、会員は減り続けて

いる。

・日本を襲う閉塞感を会員一人一人が打破していかなけ

ればならない。

・退会防止に配慮しつつ、若い方、女性にも勧誘をして頂

きたい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｅｔｃ・・・

　ガバナーが一番仰りたかったことは、「会を活性化させる

ために現状に満足せず各会員が常に外に目を向け新しい

人材を取り込みましょう」という事ではないかと思われました。

　せせらぎ三島ＲＣでは、近年順調に新会員を迎えている

状況にありますが、他の近隣ロータリーでも同じような状況

のようです。更に分区内のお話を伺うと新人獲得のために

ＪＣや商工会議所への働きかけやライオンズクラブとの兼

ね合いなど、考えていることは何処もあまり変わらないとい

った印象でありました。やはり、新会員獲得のためには実

行あるのみ。そのために、我がクラブにおける計画として

次のような行動目標を立てました。

1. ゲストの食事代を会で負担する。

2. ＪＣとの合同ゴルフコンペ開催。

3. クラブ紹介パンフレットの作成・配布。

4.　各テーブル１名（４回×５テーブル＝２０名）のゲスト勧　

　　誘義務化。等

　計画としては以上のようなものとなりますが、全会員でせ

せらぎ三島ＲＣを盛り上げるべくご協力お願い申し上げます。

卓話
土屋　巧君


