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会長挨拶

司会：石井和郎君　指揮：小島　真君

幹事 石井司人君

幹事報告

来週22日の例会は24日（日）の春の家族会に振替と

なっております。今のところ参加者が少ないのでなる

べく出席をお願いします。又、29日は特別休会です。

１．

大房君、片野君、杉山（順）君、杉山（隆）君、田中君、中山君、

服部君、宮澤君、望月君、矢岸君、米山君

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

２８/３３　　 　　　８４．８５%　　　　２９/３３　　 　　８７．８８%

２２/３３　　 　　　６６．６７%　　　　　　　　  　　　　　３４名

委員会報告

委員長　山口雅弘君

先日お尋ねいたしました、スリウォンロータリークラブ田辺

さまのお父様、介護の件ですが、多くの情報をメールやお

電話でいただき感謝申し上げます。ご実家のある袋井ロ

ータリークラブ伊藤さまにも役所へ足を運んでいただき、

ロータリアンの素晴らしさを実感致しました。田辺さまのお

母さまからも、皆様へくれぐれもよろしくお伝えくださいと、

感謝のお言葉をいただきましたので、ご報告させていた

だきます。

ありがとうございました。

臨時理事役員会報告

国際奉仕委員会

今日の料理

　朋友ロータリアンの皆さん、私は若いころ、世

界中を旅したいと思っていました。しかし当時は、

旅を夢見ることしかできず、海外をはるか遠くの

世界のように感じていました。とはいえ、日本で

は誰もがそうするように、私も学校で英語を勉強

しました。最初の教科書の1ページ目に「This is 

a pen」と書かれていたことを今でも覚えていま

す。もう50年も前のことです。それから、世界は

大きく変わり、私はロータリーの会長として、か

つて夢見た以上に世界中を旅しています。 

　初めての場所を訪れると、初めての言葉、人々、

慣習に出合います。私は、行った先々でお目にか

かる方々から学ぼうと全力で努めています。お目

にかかる人から学べることがあるはずだと信じて

いるからです。このように考えると、ロータリー

の青少年交換プログラムの意味がより深く理解で

きると感じます。そして、青少年交換を通して、

ロータリーがいかに素晴らしい贈り物をしている

かがわかります。青少年交換は、数々の心を開か

せ、信頼や心の交流を築きます。また、国や背景

が異なる人々を一つにすることができます。 

　ロータリーの青少年交換プログラムは、40年以

上にわたって充実した活動を継続し、今日、第五

奉仕部門である「新世代奉仕」の一部となってい

ます。若者に力を注ぐことで、ロータリーの未来

と、より平和な世界を築くことができます。青少

年を支援することで、新たな世代にロータリーを

引き継ぐことができます。また、国境や文化の壁

を超えた理解の輪が広がります。私たちは支援の

手を差し伸べることの大切さを教え、ロータリー

の中核となる価値観を伝承することができるでし

ょう。このようにして、私たちは平和の構築を支

援しています。 

　青少年交換は、一つひとつの交換を通して国と

国との間の関係を育み、平和な世界を築くという

ロータリーの世界的使命の本質的な要素を担って

います。

ＲＩ会長のメッセージ

せせらぎ三島ロータリークラブ 検 索

会費の納入二つは例会の出席三つは雑誌の購読です。「ク

ラブの会員はRIの機関雑誌またはRIの理事会が承認し、

当該クラブに対して指定したロータリーの雑誌の有料購読

者とならなければならない」とされています。機関雑誌とは

アメリカで発行されている『THE　ROTARIAN』でアメリカ

とカナダのクラブはこれの購読を義務づけられています。

他に承認された30の地域雑誌がありこれら31の雑誌を総

称して「ROTARY　WORLD　MAGAJINE　PRESS」といい

ます。日本の「ロータリーの友」もこの1つです。各地域雑誌

では、その発行地域のロータリークラブやロータリアンの活

動を紹介するとともに、『THE ROTARIAN』から指定され

る記事を、その地域で使われる言語に翻訳して掲載して

います。「ロータリーの友」の記事に「RI」のマークがついて

いるのがその指定記事です、是非お読みになり義務を果

たしてください。以上、会長挨拶とさせていただきます。

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

向井良明様

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

３月15日　渡邊照芳君

３月26日　石井和郎君

４月２日　山本良一君

３月16日　山口雅弘君

３月28日　石井司人君

会員誕生日

会員誕生日

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

 

入会記念日

兵藤弘昭君：景気回復の兆しがはっきりしてまいりました。

皆様にもこの恩恵がありますようにお祈り申し上げます。ボ

ーリング大会ではブービーメーカー賞いただきありがとうご

ざいました。

根津延和君：久し振りにスタートからの出席です。スマイル

します。

鈴木政則君：今日は卓話です。宜しくお願い致します。

中村　徹君：3月に旧病院の解体工事を岡さんにお願いし

ました。駐車場付き、空き地になって綺麗さっぱり、ほっと

しました。岡さんありがとうございました。今日届いた挨拶

状によりますと、今月から遠藤修弘君が渡邊労務管理事

務所の代表社員になられました。おめでとうございます。「真

面目さ」も大切ですが、「ロータリーの寛容さを身につけた」

所長さんも期待しています。

遠藤修弘君：先日の家族会に妻、次男、三男デビューさ

せていただきました。妻や子供たちは緊張したと言ってま

したが、すごく楽しかった様子でした。皆さんありがとうござ

いました。

渡邊照芳君：久し振りの出席です。先日岩手県大槌町へ

米山さん、山田さんと３人で行ってまいりました。詳しい事

は来週、私の卓話でお話いたします。お楽しみに。

山本良一君：３月２４日の春の家族会にはボーリング大会

と「バッカスのへそ」での食事会と楽しい時間を過ごし、親

睦委員の皆さんには大変ありがとうございました。

山田定男君：遠藤修弘さん、このたびは渡邊労務事務所

の代表になられましたね。おめでとう御座います。ビジネス、

ロータリー共に頑張ってください。

小林　勝君：本日は、町内の会合があるため早退させて

いただきます。すみません。

スマイルボックス

　こんばんは、見事に咲き誇ってい

たソメイヨシノも桜吹雪とともに葉

桜に変わろうとしています、春たけ

なわといったところでしょうか。

　ご存じと思いますがロータリアン

には三大義務があります、一つは
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片野誠一君

今
日
の
料
理

委員会報告

委員長　岡　良森君

春の家族親睦会について

日時：平成25年３月24日（日）９：３０集合

場所：柿田川パークレーンズ

　　　　昼食　バッカスのへそ（ビュフェスタイル）

会費：会員　4,000円

　　　　同伴　3,000円

　　　　小学生以下　1,000円

親睦活動委員会

今
日
の
料
理

情報・文献委員会

中山和雄君：業務打ち合わせの為早退致します。山本さ

ん、次週の週報楽しみにしています。

矢岸貞夫君：春です。三嶋大社の桜も咲き始めました。脳

のＭＲＩ根津クリニックで受け、結果は良好でした。

山本　章君：今日の卓話です。宜しくお願い致します。

服部光弥君：Ｂテーブル会の日程が決まりました。4月26

日（金）大房さんのお店「きみか」で開催します。あいのり

大歓迎です！

スマイルボックス

卓話
鈴木政則君

２ 月 23日　石井司人君

２月27日　小林　勝君

会員誕生日

今日の料理
親睦委員会

第8回理事役員会報告

平成２５年３月１日　19時30分～20時10分�      

会議場　　ブケ東海三島�      

出席者　　 太田政人�　石井邦夫�　加藤正幸� 　

　　　　　　　兼子悦三　　山本良一� 山口雅弘

　　　　　　　根津延和� 　石井司人� 宮澤正昭

　　　　　　　土屋　巧　　杉山順一　�

司会者�　　石井司人� 　記録者� 　加藤正幸

①奨学生受け入れの件

　オブザーバー　しばらく見合わせ

②春の家族会

　　3月24日　柿田川ボウルにてボーリング大会

　　　　　　　　バッカスのへそにて昼食会

　　景品・会費共親睦に一任

③3/11大槌町のロータリーへ復興メッセージの件

　　委員長に一任

　情報委員会では、新会員の方々にロータリーの知識を

深める為に情報を提供します。入会して間もない頃は、ロ

ータリーの事を良く理解できない人が多いと思います。早

くロータリーを理解しようと思っている、新会員の方が多い

と思います。何を読めば良いか、どこを探せば良いか、わ

からない新会員の方々にロータリーの情報をご紹介します。

ロータリーの情報は色々な所から得る事ができます。クラ

ブの例会、クラブの週報、ガバナー月信、ロータリーの友、

ロータリーの友は今年の１月で６０周年を迎えました。ロー

タリーの考え方や知識はこのロータリーの友を読めば良く

理解ができる様になると思います。又、年に一度開催さ

れる、１１月の地区大会、２月のＩＭ、４月の地区協議会に

参加すると、他のクラブの会員とも知り合になれるし、ロー

タリーの事を深く理解ができる様になると思います。

　国際ロータリーでは、２００をこえる国や地域に３３．０００

以上のロータリークラブが存在しています。１２０万人以上

のロータリーアンが人道的な奉仕をしています。

　日本のロータリークラブは、海外の人にさまざまな支援

をしています。

　日本では、読み書きができることは、当たり前の様に思

います。しかし、地球上では、読み書きができない人達が

たくさんいるのです。読み書きができないと、良い仕事に

つくことができず、まずしい暮らしを余儀なくされます。例

えば、薬を飲もうと思っても、字が読めないと、薬を飲むこ

とができません。ロータリーでは、世界のすべての人達が、

読み書きができる様に、さまざまな活動をしています。へ

き地な村に学校を作ったり、教科書やノートを送ったりし

ています。例えば、画用紙からお面を作ったり、お人形を

作ったりしながら文字をおぼえて行きます。成人の女性に

は、料理や手芸といった実用的で、そして収入にも結び

つく様なものを取り上げて、作業をしながら文字を学んで

います。文字が読めないと良い仕事につくことができず、

生活は貧しくなります。ロータリアンたちは、世界中のいろ

いろな地域で、すべての人達が読み書きできるような活

動を続けています。

　日本では、水道の蛇口をひねると当たり前の様にきれ

いな水がでてきます。私たちは、安心して飲む事ができ

る水を、トイレやお風呂に使っています。しかし、世界中に

は、水を手に入れる為に、遠くまで行かなければならない

人達がたくさんいるのです。また、近くに井戸や川があっ

ても、有毒な物質が含まれている為、水を飲むと病気に

なってしまいます。そういった所に住む人達は、有害だと

わかっていても、その水を飲まなければならないのです。

国際ロータリーでは、すべての人々が安全な水を手に入

れられる様に、さまざまな活動をしています。へき地な村

に井戸を掘るための資金を提供したり、学校に簡易水道

を引いたり、また、雨水を溜める装置を送ったりしています。

委　嘱　状

米山梅吉記念館委員会運営小委員　渡邊照芳君

　世界中には、安心して水を飲むことができない人達がた

くさんいるのです。

　日本には、約２３００のロータリークラブがあり、約９万人の

ロータリーアンがいます。

　ロータリーアンは、それぞれに職業を持ち、職業倫理観

を高めて、また、その職業を通じてさまざまな活動をして

います。そのクラブがある地域社会のさまざまな人達と共に、

地域に根付いた活動をしています。例えば、子供達の為に、

スポーツ大会やスポーツ教室を開催したり、学校で自分

の職業の話をしたりしています。地域の環境保全の為に、

植樹をしたり、川を清掃したり、地域の人達が興味を持っ

ている様なテーマで講演会をしたりしています。

　ロータリークラブでは、多くの若い人達に支援をしています。

　財団の奨学金について、日本人が海外へ留学する学

生の為に奨学金を支援しています、上限が２６．０００ドル

の支給があります、旅費に使うこともできます。各クラブが

スポンサークラブになって支援します。ロータリーアンの家

族は利用できない様です。誰か友人に海外に留学する人

がいましたら是非この制度を利用して下さい。

　米山記念の奨学金について、海外からの留学生たちの

為に奨学金を支援しています。各クラブがスポンサークラ

ブになって支援しています。

　インターアクトについて、１２歳から１８歳までを対象に静岡・

山梨では２０のロータリークラブが支援をしています。活動

は高等学校のクラブ活動の中におかれ、地域社会にボラ

ンティア活動を主に行っています。年に一度、海外研修

に出かけて海外のインターアクトの方々と交流を深めてい

ます。又２１校の高等学校が一同に集まって生徒同志の

交流を深めています。

　ローターアクトについて、１８歳から３０歳までを対象に静岡・

山梨では６のロータリークラブが支援しています。ロータリ

ーアンの従業員の方々が集まって活動しています。又、

若い男女が集まりますので結婚相手を探したり結ばれた

カップルもいるそうです。年に一度、全国のローターアクト

が一同に集まり交流を深めています。ローターアクトは３０

歳で卒業になりますので、会員を維持するのが大変な様

です。

　青少年育成セミナーについて、１９９５年度澤田会長の時

から始めた青少年育成セミナーです。佐野美術館の佐野

隆一翁は、三島出身の大学生に支援をしました。東京に

学生寮を作り安い金額で寮生活がおくれる様にしてくれま

した。その佐野学生寮ＯＢ会の方々から、佐野隆一翁に

恩返しがしたいので、青少年の為の事業を一緒にしない

かと誘いがありました。会長の鈴木正勝さん・小松繁生さん・

コーディネーターに教諭の原先生にお手伝いをしてもらい、

中学生を対象に事業を進めて行きました。この事業の目

的は、学校では学ぶ事ができない、体験学習を中心に活

動をしていきました。テーマを決めて、講話を聞き、テー

マにそった体験学習をして、討論会で自分の考えをぶつ

けて行きました。
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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

第９回理事役員会報告

平成25年４月５日　１９時３０分～１９時４５分�      

会議場　　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�　渡邊照芳 

　　　　　　 土屋　巧�　　石井司人� 　岡　良森�

欠席　　　 宮澤正昭  　小林　勝�

司会者�　　石井司人� 　記録者� 　加藤正幸

①緑の羽根募金の件�     

クラブより協賛�        

②ミセスアモーレ慰問の件�     

４月17日（水）14：00～

三島市徳倉ミシマケアセンター　そよ風にて演奏会�        

③次年度役員案の件�     

原案通りにて理事会承認

④大槌町慰問の件

４月１、２日、渡邊パスト会長慰問記念品についてクラブ

にて協賛

第１回目　

日　時　平成８年５月１１日　土曜日

場　所　佐野美術館

テーマ　自分に合った職業について考える

講　師　古屋憲男様

第２回　　

日　時　平成８年８月１１日　日曜日

場　所　伊豆見　陶芸の森

テーマ　命について学ぶ

講　師　日蓮宗　住職　星野ぜんこう様

第３回　　

日 時　　平成８年１１月９日　土曜日

場　所　　佐野美術館

テーマ　　資源　エネルギーについて学ぶ

講　師　　東京電力　　北山一美様

第４回　　

日　時　平成９年８月３０・３１日　日曜日

場　所　三島市立青少年自然の家　

テーマ　ボランテイィアについて学ぶ

講　師　山岡修一様　　三島ロータリークラブ

テーマ　私の職業レーサーについて学ぶ

講　師　澤田　稔様

第５回　　

日  時　　平成９年１１月１日　土曜日

場  所　　三島市生涯学習センター

テーマ　　海洋生物から地球環境の大切さを学ぶ

講  師　　筑波大学教授　　　横浜　廣継様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　野田三千代様

第６回　　

日　時　　平成１０年８月２８・２９日　日曜日

場　所　　三島市立青少年自然の家

テーマ　　地球環境について学ぶ

講　師　　ネットワーク地球村　　松吉徹也様

　青少年育成セミナーで勉強をさせて頂き、その後職場

体験学習に事業が進んで行きました。

　職場体験学習について、１９９８年度兼子会長の時から

三島北中学校の２年生を対象に職場体験学習の実施を

してきました。ロータリー以外の企業に声をかけて、多くの

企業を北中学校に紹介して、各企業の方々が中学生を

受け入れてくれました。この事業の目的は、体験学習を

通じて、働くことの楽しさや厳しさを学び、将来の自分の

生き方について考えを深め、学校では学ぶ事のできない

実践力や人と人との関わり方を肌で感じてもらえる様な事

業になりました。当クラブで実施していた職場体験学習が、

三島市の教育委員会で実施する様になり、その後三島

市全部の中学校で職場体験学習を実施する様になりま

した。今では三島市の教育委員会で各企業に呼びかけて、

各中学校が各企業と連絡を取り合って職場体験学習を

実施しています。今年も三島市の教員委員会から職場

体験学習ゆめワーク三島、生徒受け入れが来ています

ので多くの企業の参加をよろしく御願い致します。

　学校に講師としてロータリーアンを派遣する事業につい

ては貴重な体験をさせていただきました。三島北中学校

に行って５０分間、自分の専門職の話をする、この事業で

凄かった所は各教室に、その専門職に興味のある生徒

が集まっていたことでした。

　ロータリーの原点は職業奉仕です。職業を通じて社会

に貢献する、綱領の第２項に書かれています。自分の専

門職の倫理観を高めて地域社会に役に立つように貢献

して行く。

　私はロータリーに入会して良かった事が一杯あります、色々

な人脈ができて個人的にも　職業的にも発展する事がで

きました。仕事に直接利害関係がないので、色々な方々

の成功談や失敗談なぞ、酒の席や卓話なぞで、中々聞

けない話を聞く事ができました。仕事で困っている時、色々

な専門職の方の話が聞けるので、これは私にとって大き

な財産になりました。色々な方々と共に活動していく事に

よって、自分自身だけでなく会社も成長して行けます。ロ

ータリーは定年が無いので一生のお付き合いになります、

自分を高めて行くには良い環境であり、それが最大のメリ

ットだと思います。ロータリーは人間道場ですね。


