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司会：久保栄子君　指揮：石井和郎君

幹事 石井司人君

幹事報告

杉山順一君の住所とＦＡＸ番号が変わりました。

新住所　三島市谷田２９１－１

ＦＡＸ　　９７６－４５７３

例会変更

三島ＲＣ  　　　２月１３日（水）→16日（土）第2分区ＩＭ

三島西ＲＣ　　 ２月１４日（木）→16日（土）第2分区ＩＭ

１．

２．

小島君、土屋君、山本（良）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

２４/３２　　 　　　７５．００%　　　　２９/３２　　 　　９０．６３%

２９/３３　　 　　　８７．８８%　　　　　　　　  　　　　　３４名

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）

臨時理事役員会報告

米山運営委員会

せせらぎ三島ロータリークラブ 検 索

ー決定の書簡が郵送されてまいりましたのでお知らせいた

します。地区大会決議12号に則り、2013年2月4日の指名

委員会によって2013－2014年度当地区ガバナーノミニー

として、甲府ＲＣ会員野口英一氏を指名することに決定し

ました、2015－2016年度のガバナー候補として指名された

ことになります、野口氏は1962年10月14日生れ現在は山

梨日日新聞社・山梨放送グループ代表、ロータリー歴は

1995－1996年甲府ＲＣ入会2011－2012年甲府ＲＣ会長

2012－2013年第2620地区の地区幹事を務めています。

　ロータリージャパンのホームページを引用しますと『ガバ

ナーに就任するまで』として『ガバナーとは、所管地区のク

ラブによって指名（ノミネート）され、国際ロータリー（ＲＩ）の

国際大会にて選挙（エレクト）される、ＲＩの管理役員です。

ガバナーとなる人が、地区で、指名されたときの名称は「ガ

バナーノミニー」です。ガバナーノミニーは、就任する前々

年度の国際大会で選挙され、「ガバナーエレクト」となります。

そして、国際協議会で研修を経た後、自分が国際協議会

に参加した年の７月1日に、ガバナーとして就任します。そ

の時から１年ガバナーの任にとどまります。任期を修了する

と「パストガバナー」と呼ばれるようになります』『ガバナーに

なるための資格』として『ガバナーになるためには、1つまた

はいくつかのクラブで通算7年以上会員であり、クラブ会長

を全期務めた経験が必要とされるなど、その資格には細

かい条件があります。ほかにも、例えば職業分類の正当性

が疑問の余地なきものであること、その任務に耐え得る能

力があるということ、また健康であるということも、重要です』

ガバナーを目指す方は参考にしてください。

ようこそせせらぎ三島
ロータリークラブへ

委員会報告

4月28日（日）４クラブ合同ゴルフコンペを開催いたします。

場所、大仁カントリークラブ３コース（27ホール）使用、終了

後、同クラブハウス内で表彰パーティーを予定しております。

詳細は後日お伝えしますが、参加・不参加の集計を致し

ますので予定確認願います。今回当クラブが幹事となりま

す。宜しくお願い申し上げます。

ゴルフ同好会

　皆さまこんにちは、本日は第2

分区稲葉良弥ガバナー補佐を

お迎えしての例会です、後ほど

ガバナー補佐にお話を戴きます。

　2620地区髙野ガバナーより

2013－2014年度ガバナーノミニ

稲葉良弥静岡第2分区ガバナー補佐

　　　　　　　　　　　　　　　　（三島ＲＣ）

大庭治美ガバナー補佐事務局（三島ＲＣ）

千葉慎二君（三島西ＲＣ）

兼子悦三君：本日は私の誕生祝をいただきありがとうござ

います。これからも元気で頑張って、来年もここに立ちた

いと思っています。

石井和郎君：本年も宜しくお願い致します。

太田政人君：今年もよろしくお願いします。

片野誠一君：本年も宜しくお願い致します。

山口辰哉君：先週土曜日、娘が結婚しました。

望月保延君：目が点、出がけにニュースを見ていたら、今

回のアルジェリア人質事件で安倍首相が相手国に攻撃

命令を出さないでくれとの要望は世界的に見ても非常識

であるとの事。自前で特殊部隊を持っている国なら自分

で救出するから言える。人命尊重の意見は言えるが、攻

撃するなは世界の笑い者だそうです。

杉山　隆君：欠席続きで申し訳ありません。今年こそは出

席率上げたいです。

スマイルボックス

１ 月 ５ 日 　山本良一君

１月25日　久保栄子君

１月27日　遠藤修弘君

会員誕生日

入会記念日

今日の料理

株式会社ケイネット

システム営業部課長

大橋栄寿様と

 

ソフトバンクBB株式会社

堀江淳様

 

　次に、せせらぎ三島ＲＣ20周年記念事業で三島駅北口

に植樹した樹木が枯れてしまい三島市の要請でやむなく

撤去いたしました。代わりの樹木を市にお願いしました。来

年度には植樹してくれるそうです。地区補助金24万円が漸

く振り込まれました、以上ご報告いたします。



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

片野誠一君

今
日
の
料
理

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

今
日
の
料
理

中村　徹君：２月４日より旧病院を解体しています。岡さん

に大変お世話になっています。また今日は誕生祝いあり

がとうございます。19日で70歳、古希になります。あと何年

元気で例会に出席できるかわかりませんが、皆様にはこ

れからもよろしくお願いいたします。

杉山　隆君：卓話させていただきます。皆様の貴重な時

間をいただきそまつな卓話ですが、大きな心で御理解く

ださい。

岡　良森君：毎日夜勤で横浜通い。170人位の作業員、

協力同業者17社で突貫工事やってます。本日は朝帰りが

昼帰りになったので、出席できました。

田中錦城君：前回の例会ではみなさんアイパッドの講習

いかがでしたか？当の本人欠席ですみませんでした。

杉山順一君：お店、家を新規移転させて頂きました。嫁さ

ん、子供には「お風呂で足が延ばせる」「旅行に来たみたい」

と少し、嫁さん、息子孝行が出来ました。本当に皆様に支

えられここまで来れました。ここからが新規スタートとして頑

張ります。先輩方々引き続きご指導、ご鞭撻よろしくお願

いします。ありがとうございました。

矢岸貞夫君：所用で早退します。

米山晴敏君：なんとなく、スマイル。

スマイルボックスガバナー補佐訪問

ｉＰａｄの使い方

前期を終えての感謝と後期へのお願い

　ガバナー補佐の稲葉です。皆様方の御協力のお陰で、

昨年はガバナー公式訪問及び地区大会を無事終えるこ

とが出来、感謝しております。後期の最大の行事は2月16

日のIMとなります。是非多くの方々の御出席を頂き、盛

大に行いたいと思っておりますので、これも御協力お願い

致します。

　さて、高野孫左ヱ門ガバナーの地区運営指針「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」ですが、これについて私なりの解釈をし

て見ました。まずこの文章の前半の部分"クラブは自ら活

性し"について話します。

　どんなクラブでも、人員構成は①パスト会長等の元老グ

ループ②現会長・幹事及び会長・幹事候補生達の中堅

グループ③入会後5年以下の若手グループ、この３つに、

分けられると思われます。

①�の元老グループはその経験と知識と思いやりで、後輩

を温かく指導し、②の中堅グループは先輩の指導を受け

ながら、現在を活力あるクラブに導き、③の若手（壮年）

グループは新鮮なアイデアと創造力で、将来の明るいク

ラブを予感させる様な活力を出す。この三者が上手く循

環しながら素晴らしいクラブを造り上げ、そしてクラブの伝

統と歴史を築いて行く。これがガバナーの言う"クラブは

自から活性し"の意味だと思う。

　又、文章後半の部分"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"について話します。

　地区大会又はI Mのような、クラブは１つではなく、静岡

第二分区で、又は2620地区で、お互いに連携していると

実感させるような機会を多く持っているし、ロータリー世界

大会の様に、全世界と結びついていると思われる機会も

ある。

　ガバナー方針をこの様に解釈致しますと、ロータリーは

まだまだ伸びる、ロータリーは永遠に不滅です、と感じさ

せてくれます。

この様な気持ちで後期も乗り切って行こうと思っておりま

すので、どうか宜しくお願い致します。

静岡第２分区ガバナー補佐

稲葉　良弥君（三島ＲＣ）

２ 月 19日 　中村　徹君

２月14日　服部光弥君

２月21日　米山晴敏君

入会記念日

会員誕生日



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

�     

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

今
日
の
料
理

西原克甫君：本日卓話です。宜しくお願いいたします。

渡辺照芳君：兵藤君、大歓迎いたします。

杉山　隆君：中村先生、先日は奥様のコンサートおめでと

うございます。出張の為、私はお聴きできませんでしたがス

タッフの田原は感動して帰ってきました。又、ぜひ聴かせ

ていただきたいです。

石井邦夫君：昨日、中村先生の奥様、中村美里声楽リサ

イタルに招待してくださいまして本当にありがとうございます。

歌姫、声も姿も超一流でした。

中山和雄君：本日居住地（萩団地）内の下水管を三島市

下水道管に接続の準備委員会のため早退いたします。兵

藤君楽しんでください。

中村　徹君：昨日はお足元の悪い中、家内のリサイタルに

お出かけ頂きましてありがとうございました。皆様の友情に

感謝します。

田中錦城君：Ｃテーブル会お疲れ様でした。楽しいひと時

を過ごせました。

兵藤弘昭君：本日は、歓迎会の宴を催していただき心より

感謝申し上げます。せせらぎ三島ロータリークラブの皆様

の温かい心遣いに対しましてスマイルします。

スマイルボックス

　最近マスコミで取り出されている問題に体罰問題がある。

大阪の桜の宮高校バスケット部員の体罰によるとみられる自

殺問題をかわきりに、日本女子柔道強化選手による監督へ

の訴えなど心暗くなる様なニュースが耳に入ってくる。とにかく

マスコミは、このような事件・事故を大袈裟に取り扱うふしがあ

る。社会的にも大騒ぎをする一方で時間を経て台風が過ぎた

かのようにその話題から遠ざかるが、今回のこの様な事件はも

っともっと奥深いところに根っこはあると思う。

　私は子供の頃から、体育会系（この言葉で表すのが良いの

か不安）で育ち、指導者・先輩・後輩の関わりが濃い環境状

態の中で辛い事・苦しい事・悔しい事を乗り越えて大人になっ

てきた気がします。その中には、指導者や先輩たちから（愛の

ムチ!?だったんだろうと思い込んでいる）指導され、学校生活

の中でも小・中学校などは、先生に小突かれながら勉強して

きました。今世間を騒がせている"体罰"だと考えたこともありま

せんでした。そこには、先生や指導者達の心のフォローがあっ

たから心に傷として残っていないのだろうと思います。"暴力"

との関係性から"体罰"が正しいと言い切っているのではなく、

体で教える教育をまったく悪い事と法的に決めつけて良いの

だろうか？と考えています。

　今回のバスケット部の監督も一部の保護者・ＯＢからは絶大

な信頼を寄せられているところもあるらしい。厳しさだけでなく、

細かい所まで面倒をみていた事も事実らしい。　"体罰"と考え

ると、"セクハラ"や"いじめ"と一緒で受けた本人の心ひとつで

とらえ方が違う。体罰をうけた為に、もっと悪い方へ行かずに

すんだ方向性を再発見できたと感じる人には、もしたしたら「あ

りがとう」なのかもしれない。

　私は今回の様な事件をただの流行のニュースで終わらせて

はいけないと思う。もっともっと奥の深い問題で、家族・社会・

学校の中でいろいろな火種があることに目を向け、これから

の苦しい世代が立派な人間になれる環境を作っていく必要

がある。正確に見えてこない問題だけに先は長く難しい事で

すが、大人の我々がもう一度自分の足跡を振り返り経験を生

かした問題解決法を手助けにならなければと感じます。

《 参考データ 》

①�体罰とは、懲戒としている、殴る・蹴る・直立不動の姿勢を

とらせるなどの肉体的苦痛を懲戒として与えることをいいます。

トイレに行かせないといった行為も肉体的苦痛羽を伴うので、

体罰にあたると考えられます。

学校教育法11条は「校長及び教員は、教育上必要があると

認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、学生・生

徒及び児童に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加え

ることはできない。」と定めており、体罰は禁止されています。

体罰に当たるかどうかの判断について、文部科学省は、「当

該児童生徒の年齢・健康・心身の発達状況、当該行為が行

われた場所的及び時間的環境、懲戒の態様等の諸条件を

卓話

“体罰”問題に思う

総合的に考え、個々の事案ごとに判断する必要がある」、「有

形力（目に見える物理的な力）の行使により行われた懲戒は、

その一切が体罰として許されないというものではなく」などとし

ていますが、いずれにしても、肉体的苦痛を伴うようなもので

あれば体罰に当たる点に注意する必要があります。

②�文部科学省によると、全国の小中高校と特別支援学校で、

体罰を理由に処分された教職員数は02年度以降の10年間、

年400人前後で推移。

11年度は404人（うち126人が当事者として懲戒処分）で、内

訳は〈1〉中学校180人(4.6％)、〈2〉高校139人(34.4％)、〈3〉小

学校81人(20％)、〈4〉特別支援学校4人(1％)。このうち110人

が部活動に絡むものだった。

③�口で叱る方法以外の指導をしてはいけないわけではありま

せん。

次のようなものは、体罰ではありません。

　・放課後等に教室に残留させる。（ただし、用便のためにも　

　　室外に出ることを許さない、又は、食事時間を過ぎても長

　　く留め置く等肉体的苦痛を与えるものは体罰に当たる）。

　・授業中、教室に起立させる。

　・学習課題や清掃活動を課す。

　・学校当番を多く割り当てる。

　・立ち歩きの多い児童生徒を叱って席につかせる。

また、生徒からの暴力や、生徒間の暴力行為を止めるために、

やむなく体を押さえつけたりすることも、体罰ではありません。

さらに、激しい授業妨害をする子どもを、やむなく必要な時間

だけ教室外に出すことは、体罰でも懲戒でもありません。

杉山　隆君


