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幹事報告

次週12日（金）は米山記念館での例会です。お間違

いのないようお願いいたします。

１．

内田君、望月君、米山君、渡邊君

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

３０/３５　　 　　　８５．７１%　　　　３１/３５　　 　　８８．５７%

３２/３６　　 　　　８８．８９%　　　　　　　　  　　　　　３６名

１１月６日　田中錦城君会員誕生日

会員誕生日

委員会報告

矢岸貞夫君

米山梅吉記念館秋季例祭のお知らせ�      

○日時：�平成24年９月15日（土）14時～� 

○場所：�米山梅吉記念館ホール

　　　講演　「私の登った外国の山々」

　　　　　　講師　渡辺玉枝氏（アルピニスト）

　　　　　　　　　本年５月73歳でエベレスト再登頂

　　　　　　　　　世界女性最高齢登頂記録を更新

　　　アトラクション：ひとり語り「藤十郎の恋」

　　　　　　大塚良重氏（女優）

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

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

米山運営委員会

外川正知恵君・渡辺庸子君：本日はお世話になります。毎

年続けられておられますタイへの奉仕活動、今年は河口

湖ＲＣとしては参加できませんが、大月ＲＣの渡辺庸子さ

んとご一緒に参加させていただきたいと思います。どうぞ宜

しくお願い致します。　

澤田　稔君：ロータリーの好意と友情で兼子パスト会長と山

口辰哉さんが発起人として圓遊会に出席して名誉なことな

ので祝う会を催していただくことになりました。皆様お暇でし

たら祝っていただければ嬉しい限りです。

岡　良森君：先週杉山順一君にいただいた割引券で八景

園日帰り＆マッサージやってきました。お得でした。ぜひ皆

さんもご利用になってはいかがですか。

片野誠一君：澤田さんおめでとうございます。お祝いの席

に出席できませんがお許しください。

山本良一君：金曜日の夜が忙しく、3回続けてメイクアップ

をしました。これから忘年会が続きます。皆さんメイクアップ

をしましょう。

スマイルボックス

せせらぎ三島ロータリークラブ 検 索

の役員および理事を決めていきます。

　今月はロータリー財団月間です。山口雅弘さんのゲスト

スピーカーとしましてチェコに留学されましたロータリー財

団学友の飯島百合さんにお願いいたしました、飯島百合

さんは深良中学で講師をされています。よろしくお願いい

たします。

　さて、皆さんは厄年をご存じと思います、男は25、42（大厄）、

61歳、女は19、33（大厄）、37歳と古くからされています。ま

た、男は８の倍数の歳、女は７の倍数の歳に体調の変わり

目が訪れると最近ＴＶのコマーシャルでいわれていますが

これは現存する中国最古の医学書２０００年前に書かれた

「黄帝内経」に載っていることを引用しています。これらの

ことを信じる人信じない人それぞれですが３人に１人が厄

年を気にしているそうです。

　エーバーライフ社が設立した「年齢研究所」が先ほど『新

厄年』を発表しました、2011年の1年間に受診した２０歳か

ら７３歳のレセプト約７６万人分のうち要介護・要支援の原

因となる脳血管障害、認知症、変形性膝関節症、骨粗し

ょう症、虚血性心疾患、糖尿病、がんの７つの疾患を対象

に発症率を分析した結果、これらの疾患の発症リスクが上

昇するターニングポイントが判明しその時期を『新厄歳』と

しました、満年齢で男は２４、３７、５０、６３歳、女は２５、３９、

５２、６３歳です。特に６３歳は男女とも主要疾患の発症リス

クが最も急上昇する年齢で『新大厄』と呼んでもいいと注

意を喚起しています。せせらぎ三島ＲＣのメンバーにもこの

年齢に該当される方もおられるようです、皆さま体調の管

理を怠りなくしてください。

ようこそせせらぎ三島
ロータリークラブへ

今
日
の
料
理

委員会報告

杉山順一君

兵藤さんが入会され親睦委員会では、兵藤さんの歓迎

会を企画致します

日時　10月19日金曜日（夜間例会終了後）　20時～

場所　スナック南　

新メンバーの入会を皆様で歓迎いたしましょう。

皆様、全員参加でお願いいたします。

親睦活動委員会

　本日は11月の第一例会です。

せせらぎ三島ＲＣ内部規定に「現

会長は次年度の役員および理

事の指定を求めなければならな

い」とありますので皆さまいかが

でしょうか？会長一任と決しまし

たので指名委員を委嘱し次期

飯島百合さん（Ｒ財団学友）

外川正知恵君（河口湖ＲＣ）

渡辺庸子君（大月ＲＣ）

濱田清明君（沼津柿田川ＲＣ）



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

クラブ協議会

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

平成24年１０月５日　金曜日�  １７時３０分～１７時５５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�　

　　　　　　　　根津延和� 　久保栄子�  土屋　巧�　　

　　　　　　　　小林　勝� 　石井司人� 　岡　良森�  

欠席者　　石井邦夫・宮澤正昭・渡邊照芳� 

オブザーバー　　土屋　巧

司会者�　石井司人� 　記録者� 　加藤正幸�

           

①タイ国自動車贈呈事業の件�

　　日程11/21～24　21名参加（他クラズ2名も参加）�

　　11/22チェンマイにて日本領事館との食事会予定�      

　　11/23自転車贈呈式

　　　（根津先生手配のボ-ルペンも送る）

②結団式�の件

　　11/16参加メンバ-結団式を例会の中で行う�

③新メンバ－兵藤君の件� 

　　歓迎会　スナック南にて�  10/19　ＰＭ8：00より�  

   

�      

    

第５回理事役員会報告

委員長　片野誠一君会員組織委員会

外川正知恵君・渡辺庸子君：本日はお世話になります。毎

年続けられておられますタイへの奉仕活動、今年は河口

湖ＲＣとしては参加できませんが、大月ＲＣの渡辺庸子さ

んとご一緒に参加させていただきたいと思います。どうぞ宜

しくお願い致します。　

澤田　稔君：ロータリーの好意と友情で兼子パスト会長と山

口辰哉さんが発起人として圓遊会に出席して名誉なことな

ので祝う会を催していただくことになりました。皆様お暇でし

たら祝っていただければ嬉しい限りです。

岡　良森君：先週杉山順一君にいただいた割引券で八景

園日帰り＆マッサージやってきました。お得でした。ぜひ皆

さんもご利用になってはいかがですか。

片野誠一君：澤田さんおめでとうございます。お祝いの席

に出席できませんがお許しください。

山本良一君：金曜日の夜が忙しく、3回続けてメイクアップ

をしました。これから忘年会が続きます。皆さんメイクアップ

をしましょう。

スマイルボックス

チェコという国を少し皆さまに紹介できればと思っております。

　皆さまの中には「チェコスロヴァキア」という国名で記憶して

いる方も多いのではないかと思いますが、今現在は、｢チェコ

共和国｣と「スロヴァキア共和国」の２つの国に分かれており

ます。1989年に隣のドイツでベルリンの壁が崩壊したのをきっ

かけに、チェコスロヴァキアも再び、抑圧解放の声が高まり、

89年の11月17日、ついに解放され、独立した1国、民主主義

国家となりました。その後、今度は国内で、チェコ人とスロヴ

ァキア人の対立が深まりましたが、1993年の1月、彼らは戦う

ことなく、平和的に分離しまして、チェコ共和国とスロヴァキ

ア共和国の2国の誕生となりました。この89年からの動きが、

戦い無しで進んだことから、「ビロード革命」とも呼ばれています。

　私が2年間滞在したプラハは、古くからの建造物が本当に

大事に保管されており、「黄金の街」などとも呼ばれています。

主なところを挙げてみますと、まず、プラハ城です。これはギ

ネスブックにも記録されている世界最大のお城で、聖ヴィート

大聖堂や聖イジー教会などたくさんの建物が並んでいます。

聖十字架礼拝堂の奥は、現在大統領府として使われていま

す。次にカレル橋です。これはモルダウ川（ヴルタヴァ川）に

かかる大きな橋で、両側に30体の聖人像が並んでいます。

この像の中には、日本史の教科書に出てくる、フランシスコ・

ザヴィエルの像もあります。次はマラー･ストラナ地区にある

聖ミクラーシュ教会です。この教会のオルガンを、モーツァ

ルトが演奏したそうです。

　さて、チェコという国はたいへん小さな国ではありますが、

いろんな分野から多くの素晴らしい人を世の中に送り出して

います。スポーツ選手ですと、少し昔になりますが、東京オリ

ンピックで金メダルを取りました、体操のチャスラフスカ、アイ

スホッケーのドミニク・ハシェック、テニスのナヴラチロヴァ、

最近は、クルム伊達公子選手とも対戦しているクヴィドヴァな

ど、名前をご存じの方もいらっしゃるのではないかと思います。

サッカーも強く、FIFAのランキングでは4連続2位を記録して

います。作家では、カフカ、チャペックが挙げられます。この

チャペックは「ロボット」という単語を作り出しました。その他、

画家のミュシャ、「メンデルの法則」を生み出したメンデルも

実はチェコ出身です。また、広島の原爆ドームを造ったのも

チェコ人です。

　そして、音楽の分野では、まず挙げられるのが「モルダウ（ヴ

ルタヴァ）」を作曲したスメタナでしょう。そしてもう一人忘れて

はならないのが、交響曲第9番「新世界から」を作曲したドヴ

ォルジャークです。しかし、この2人以外にもとても有名な作

曲家がチェコ出身であり、チェコの血をひいています。その

一人が交響曲第1番「巨人」などを作ったグスタフ・マーラー

です。彼も、プラハに近い小さな町に生まれ、育ちました。そ

してチェコ、モラヴィアの血をひいた作曲家がシューベルト

です。彼はウィーンで育ちましたが、彼の両親はモラヴィア

地方出身でした。また、ヨーロッパのちょうど真ん中にチェコ

卓話

片野誠一君

Ｒ財団学友　飯島百合さん
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委員会報告

杉山順一君

兵頭さんが入会され親睦委員会では、兵頭さんの歓迎

会を企画致します

日時　10月19日金曜日（夜間例会終了後）　20時～

場所　スナック南　

 

新メンバーの入会を皆様で歓迎いたしましょう。

皆様、全員参加でお願いいたします。

親睦活動委員会

　皆さま、こんにちは。裾野市

から参りました、飯島です。本

日は例会にお招き下さいまし

て、ありがとうございます。皆

様とお会いするのは2回目と

なります。前回は、演奏をし

ながら、チェコの音楽につい

て少し話したように思います

ので、今回は音楽に限定せず、

が位置していることもあって、ベートーヴェンやモーツァルトな

ど多くの音楽家がチェコ、特にプラハを行き来していたようで

す。少し話がそれますが、実はモーツァルトは、プラハととて

も縁が深くて、ある時をきっかけに、何度もプラハを訪れるよ

うになりまして、長く滞在して、作曲活動もしていたようです。

モーツァルトは、有名なオペラ｢フィガロの結婚｣を、はじめウ

ィーンで初演したのですが、評価はいまひとつで、がっかりし

ていました。その後、プラハでも上演されて、これが大絶賛に

なり、（自分を認めてくれたのだ！）とプラハを大好きになった

そうです。それから、度々訪れるようになり、有名なオペラ「ドン・

ジョヴァンニ」はプラハの劇場で初演し、交響曲38番も、｢プ

ラハ｣と名付けて、プラハの人々に贈りました。また、この「ドン･

ジョヴァンニ」は作曲もプラハの中のベルトラムカというところ

で作曲されましたが、あのベートーヴェンがそこを訪れて、2

人は対面した、とも言われています。このようにモーツァルトは、

本当にプラハの人々と親しくなったこともあり、彼が亡くなった

ときには、聖ミクラーシュ教会で、追悼ミサが行われ、教会に

入りきれないほどのたくさんの人が集まったとも言われています。

　今回は、チェコのほんの一部しか紹介できませんでしたが、

今は日本の企業もかなりチェコに進出しています（トヨタ、住

友グループ、パナソニックなど）。また、プラハと京都は姉妹

都市となっておりますので、日本とチェコは交流が深く、かな

り親しい関係であると言えるのではないでしょうか。皆さまに、

これを機に少しでもチェコに興味を持っていただけるとうれし

く思います。

今
日
の
料
理


