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会長挨拶

内田君、杉山（順）君、望月君

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%　　　　３０/３４　　 　　８８．２４%

３２/３５　　 　　　９１．４３%　　　　　　　　  　　　　　３５名

司会：久保栄子君　指揮：石井和郎君

　　職業奉仕の一環としまして、

歯科医学の正しい知識をお伝え

したいと思います。

　最近、歯科インプラント手術に

ついてマスコミに取り上げられる

ことが多くなってきました。

幹事 石井司人君

幹事報告

8月31日（金）はガバナー公式訪問です。

三島西ＲＣとの合同例会です。

１．

８月11日　　太田政人君会員誕生日

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８月１０日　金曜日�  １３時４０分～

ブケ東海三島     

出席者　 　太田政人�　石井邦夫� 　山口雅弘� 　

　　　　　　　加藤正幸 　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　　 渡邊、宮澤、小林�

司会者�　石井司人� 　記録者� 　加藤正幸

①兵藤弘昭様入会の件�     

 　早急に案内を出し皆に確認後9月にゲスト出席で進め

　　ていく�        　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承認�

臨時理事役員会報告

入会記念日

太田政人君：誕生祝いありがとうございました。11日で67

歳となります。よろしくお願いします。

矢岸貞夫君：毎日毎日寝不足です。日本人選手のがん

ばりにスマイルします。

片野誠一君：本日、私の卓話です。宜しくお願い致します。

石井和郎君：都合により早退させて頂きます。片野さん、

卓話が聞けず申し訳有りません。

スマイルボックス

せせらぎ三島ロータリークラブ 検 索

　本日は、ガバナーの公式訪問ということで三島西ロータリ

ークラブとせせらぎ三島ロータリークラブの合同例会です。

髙野ガバナー、連日の猛暑の中遠方よりお越し頂きありが

とうございます、ガバナーには後ほどたっぷりとお話を伺い

たいと思います。

　さて、今月はメダルと共に大きな感動を与えてくれた、平

和の象徴であり平和の祭典という名の下に行われたロンド

ンオリンピック、広島、長崎原爆平和記念式、終戦記念日、

シリヤの悲惨な内戦等、平和について考えさせられること

が多い月でした。

　田中作次2012－2013年度国際ロータリー会長はテーマ

として『奉仕を通じて平和を』を掲げ次のようにのべていま

す「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。」平和をどのように

定義することは困難ですが、平和を考える上でのひとつの

目安として、オーストラリアのシドニーに本部があります「経

済･平和研究所」という民間の国際研究機関がこの度158

の世界各国・地域の平和度ランキングを発表しましたので

それを引用してみました。1位は2年連続でアイスランドで

した、デンマーク、ニュージーランド、カナダと続き日本は5

位でした、15位ドイツ27位台湾29位イギリス40位フランス

ＲＩ第2620地区ガバナー

高野孫左ヱ門君（甲府ＲＣ）

五味　晃君（地区副幹事・甲府ＲＣ）

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）

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》

42位韓国88位アメリカ89位中国153位ロシアでした、軍事

費が多いとランクが下がるようです。

　では平和であれば幸福でしょうか、幸福とは内面的心理

的な概念ですが幸福度ランキングというものもあります、こ

れもひとつの目安として、イギリスのレスター大学のホワイ

ト博士のランキングを引用してみます、1位デンマーク2位

スイス3位オーストリア4位アイスランド5位バハマ23位アメ

リカ35位ドイツ41位イギリス62位フランス82位中国90位日

本167位ロシアとなっています。押並べて平和度の高いと

ころは幸福度も高いとの結果になりましたが日本だけ平

和度5位と幸福度90位と非常に乖離した驚くべき結果に

なりました。平和なのに幸福を感じないことは単純ではな

く色々な要因が絡み合っているのでしょう、深刻な問題で

す。因みにブータンは平和度19位幸福度8位でした。

　ランクデーターの羅列でしたが会長挨拶とさせていただ

きます。



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

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。

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� 　

　　　　　　　加藤正幸� 　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�  

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

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

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。

こんにちは

　私は、生まれたときから孫左ヱ門ではありません。約２年半

前に生前襲名ということで、結果として裁判所から判決をい

ただいて改名しました。生まれてはじめて貰った判決。これ

からは貰わないように生きていこうと思っています。「敵に塩を

おくる」という言い伝えがあります。その言葉が生まれた由来が、

我が家業である「吉字屋」の誕生に深く関わっております。

　山国の甲斐、武田領下にあった信濃の領民は、生活の必

需品である塩の供給を得られず、塩飢饉で困窮した事は言

うまでもありませんが、この窮状を見た越後の上杉謙信は、

義をもって越後産の塩を送る事にした、と伝えられています。

この際、信玄の命を受け越後産塩の取り引きに使いしたの

が塩屋孫左ヱ門（初代）です。この務めを果たし、国内の塩

飢饉を救った活躍に対し、信玄公より当時の甲斐の国の通

貨「甲州金」の裏刻印である「吉」の字を屋号として贈られ、「吉

字屋」が誕生し、現在まで孫左ヱ門の名が受け継がれてき

ております。塩・油・石油と扱ってき、私の代では太陽光発電

システムの導入・販売等さまざまな事業に携わってきており

ます。

　地域の中で、自分自身が出来る事を見つけ、これから必

要とされるもの、今現在必要とされるものをしっかり地域の皆

様にお届けするのが「吉字屋」の仕事だと思っております。

　ロータリーが何故１０７年も国の体制も、政治の仕組みも、文

化も民族も宗教も違う世界に広がって続いているのでしょうか？

国際社会は、日々変化しております。ロータリーはこの変化

を認識して、対応し、なおかつ政治や宗教には触れずにし

てそれぞれの個を大事にしてきたからだと思います。ポール・

ハリスが何故ロータリーを作ったかというと、不況の中、ほん

とに信頼できる仲間が欲しいと思い、３人の友人（異業種）と

最初の会合を開きました。このことから例会がいかに大事か

という事が解ると思います。

　皆様方は、その地域で業種を代表する一人ひとりが集まっ

ています。自分の考えていること、不安に思っていること、困

っていることを安心して語れる仲間がいるならば、同業者が

いない中、違うアイディア・新しい考え方を身につける事がで

きる。これが一業種一人の原則が生み出す例会の魅力では

ないでしょうか。

ガバナー挨拶

片野誠一君

国際ロータリー第２６２０地区ガバナー　　高野孫左ヱ門君

　１００年経過したロータリーが新しい１００年をどのようにその歩

みを重ねていくのか。今まさに問われているのではないでしょ

うか。

　この地域社会の中で、それぞれのクラブの特性を明確にし

て、周りから期待され、それに答えていくクラブであるためには、

どうしたらいいか。会長・幹事を中心にして３カ年くらいのスパ

ンで考え、取り組みを進められるようにお願いし、ご期待申し

あげます。


