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遠藤君、大房君、片野君、小島君、小林君、鈴木君、田中君

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

２２/３３　　 　　　６６．６７%　　　　２７/３３　　 　　８１．８２%

２６/３３　　 　　　７８．７９%　　　　　　　　  　　　　　３４名

委員会報告

土屋　巧君

4/28の４クラブ合同コンペの組合せ表が出来ましたが、

連日のように加入・削除が相次いでおります。当日に変更

となることも予想されます。御容赦下さい。

臨時理事役員会報告

ゴルフ同好会今日の料理

　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

三島西ロータリークラブの例会場が7月1日よりみしまプラ

ザホテルよりブケ東海三島に変更となります。

せせらぎ三島ロータリークラブ 検 索

本歯科医師会が「いつまでも美味しく、そして、楽しく食事

をとるために、口の中の健康を保っていきたい」という願い

を込め、厚生労働省とともに1993年（平成元年）より「8020

運動」を推進していますが、その運動の一環で4月18日を『よ

い歯の日』11月8日を『いい歯の日』と語呂合わせで日本

歯科医師会が設定した日です、4月の『よい歯の日』にはと

くべつのイベントはありません、6月に歯の衛生週間が控え

ているためでしょうか、11月の『いい歯の日』には著名人対

象の「ベストスマイル・オブ・ザ・イヤー」、一般対象の「ス

マイルフォトコンテスト」やテレビCM 新聞広告等で啓発活

動を行っています。さて、よい歯とはなんでしょうか？機能

性と審美性を兼ね備えたもの、見た目がきれいで良く噛め

て美味しく食べられる歯ではないでしょうか。私にはこの機

能性と審美性があらゆる面で不可欠と思っています、皆さ

ま、ロータリーの機能性と審美性はどのようなものか考えて

みてください。

ようこそせせらぎ三島
ロータリークラブへ

幹事報告

ゴルフ同好会

金澤征子さん

４月20日　岡　良森君 会員誕生日

会員誕生日

入会記念日

　こんにちは、金澤征子さんようこ

そお出で下さいました、お会いする

たびにお元気になられていますよ

うで、うれしく思います。

　昨日は4月18日、何の日でしたで

しょうか、私が所属しております日

幹事　石井司人君
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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

　次年度会員増強維持委員会の部会では、第2620地

区78クラブの当月会員数は3060名で期首よりも47名増

えているが昨年の同時期より46名会員が減少している、

つまり93名の退会者があり、既存会員の退会防止が不

可欠である為各クラブの有意義なクラブ運営を期待する。

　また次の3つの方針を立てる。

１、�会員増強セミナーの実施

２、�新会員研修委員会の充実

３、地区研修リーダー、アシスタントガバナー、地区委員

　　会委員長、会長、幹事には1名の会員の推進を要請。

　部会報告は以上ですが次年度、久保さん、服部君、

中山が皆さんの協力のもと会員増強、会員維持に努め

させていただきます。

親睦活動委員会

今
日
の
料
理

会員増強部会

岡　良森君：金澤さんようこそいらっしゃいました。元気そう

で素敵です。

矢岸貞夫君：地区協議会に出席し、次年度の方針が決ま

りました。山本年度もいよいよですね。頑張ってください。

山本良一君：地区協議会9名にて14日日曜に参加してき

ました。「おみやげ」と思いましたが、「安倍川もち」と「お茶」

でしたのでやめました。参加の皆さん、お疲れ様でした。

服部光弥君：若松町自治会長を務めさせていただき19日

が経過しました。4月1日から町内自治会館を利用したコミ

ュニティカフェもスタートしました。自治会館が3世代交流

の場となれば最高です。ご尽力いただいた大房議員に感

謝いたします。

渡邊照芳君：すいません。所用で早退します。所用は所用。

余計なことは聞かないで下さい。

山口辰哉君：いいことがないのでスマイルします。ぐちスマ

イルをさせていただけますか？ちょっとお知らせ、お願いし

たいことがあります。

望月保延君：すみません。お通夜の為早退します。

土屋　巧君：28日は4クラブ対抗のゴルフコンペです。前

回はハーフだけでしたが、１アンダーで回ったこと、皆さん

憶えていらっしゃいます？次回は私を当てにしないで各自

頑張って下さい。キャンセルもしないでね！

スマイルボックス

地区協議会報告 中山和雄君

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

委　嘱　状

米山梅吉記念館委員会運営小委員　渡邊照芳君

　まずＩＴ推進部会の4つのスローガンが提唱されました。

第1に会合出欠管理システムの導入

　次期幹事や事務員の理解を得る

　普及を確実なものにする

（実際は72クラブのほとんどのクラブで採用）

第2に個人情報取り扱いガイドラインの策定

　名簿の電子化にともない今後どう取り扱うべきかの指

針を上告する

第3にホームページの運営と拡充

　運営資金の拡充　バナー広告の実施（1クラブ1社）

　機能の拡充　資料のダウンロード機能の充実

第4にはテレビ会議（委員会）

　現在一部で検証実験が行われている

　次にビデオで会合出欠管理システムがいかに有効で

大事であることの説明がされました。要するに経費削減

を目指すことがいかに重要か（各会議などの出張経費

が膨大でこれからも増えることはあっても減ることはない

ものと考えられる）が述べられ、だからこの会合出欠管理

システムを有効に使っていきましょうとの事でした。

ＩＴ推進部会 山本　章君

　当委員会は米山記念奨学事業を全国ロータリアンか

らの寄付金を財源として、日本で学ぶ外国人留学生に

奨学金を支給し、支援する国際奨学事業です。

　本年度の受け入れ人数は、約700名です、奨学生は

国別にみると圧倒的に中国、韓国、台湾の生徒です。

今までに121ヶ国の生徒を受け入れてます。今年も引き

続き行ってまいります。　　　

米山記念奨学会部会 矢岸貞夫君

次期職業奉仕委員長　山田定男　　　　

 

　ロン・バートンＲＩ会長の「ロータリーを実践し　みんなに

豊かな人生を」をテーマとする、2013～2014年度の2620

地区協議会が4月14日（日）静岡グランシップにて開催され、

当せせらぎ三島ＲＣより９名の次年度役員委員長が参加し

研修を受けて来ました。本会議は午後１時開会点鐘に始

まり、志田ガバナーエレクトによります次年度テーマは「ロ

ータリーを実践し　みんなに豊かな人生を」をとロン・バー

トンＲＩ会長テーマとまさに同一のテーマです。

　志田ガバナーエレクトはサンディエゴにて１月に開催され

た国際会議の様子を語り、日本は世界のＲＣでも主導的

立場であり、アジアからの会長選出は必要かつ重要である。

国際会議では、講演者からのロータリー活動の良い経験

や心に残るロータリー活動の講演を聞き、心に残ったそう

です。

　ロータリーの戦略計画として３つの優先項目と１６の目標

が含まれる。各クラブは多様性を持っていてクラブごと違

っており親睦だけのクラブがあってもよいのではないか。

中核的価値観・・・ロータリアンが何を優先させ、どのような

行動を取るかという指針を含めた、組織の基本原則。奉仕、

親睦、多様性、高潔性、リーダーシップは奉仕の理想を培

い、心を鼓舞します。

　「未来の夢計画」は従来のＧＳＥ，Ｒ財団奨学生を中止し、

地区補助金を活用する制度でありますが、透明性が求め

られます。

　会長エレクト・次期幹事部会は会員増強・維持部会との

合同でありました。講演は「ロータリーブランドを高める」を

テーマに二神のり子（東京築地ＲＣ）ロータリー編集委員

長がＲＣのホームページははたして誰のためのＨＰか？と

質問がありました。クラブの広報であるか、会員のための

ＨＰなのか、個人情報の保護の立場からの注意事項のス

ピーチがありました。

　次年度のスタートの研修会でしたが全員が最後まで研

修し有意義な地区協議会となりました。

会長エレクト・次期幹事部会 山本良一君
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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

前年度開催理事役員会報告

第９回理事役員会報告

岡　良森君：金澤さんようこそいらっしゃいました。元気そう

で素敵です。

矢岸貞夫君：地区協議会に出席し、次年度の方針が決ま

りました。山本年度もいよいよですね。頑張ってください。

山本良一君：地区協議会9名にて14日日曜に参加してき

ました。「おみやげ」と思いましたが、「安倍川もち」と「お茶」

でしたのでやめました。参加の皆さん、お疲れ様でした。

服部光弥君：若松町自治会長を務めさせていただき19日

が経過しました。4月1日から町内自治会館を利用したコミ

ュニティカフェもスタートしました。自治会館が3世代交流

の場となれば最高です。ご尽力いただいた大房議員に感

謝いたします。

渡邊照芳君：すいません。所用で早退します。所用は所用。

余計なことは聞かないで下さい。

山口辰哉君：いいことがないのでスマイルします。口（くち）

スマイルをさせていただけますか？ちょっとお知らせ、お

願いしたいことがあります。

望月保延君：すみません。お通夜の為早退します。

土屋　巧君：28日は4クラブ対抗のゴルフコンペです。前

回はハーフだけでしたが、１アンダーで回ったこと、皆さん

憶えていらっしゃいます？次回は私を当てにしないで各自

頑張って下さい。キャンセルもしないでね！

スマイルボックス
　４月14日静岡での地区協議会に出席しました。職業奉

仕分科会で長橋地区職業奉仕委員長様の次年度方針

が話されました。各クラブ職業奉仕活動の充実をはかって

下さいとのことです。7月から２０１３年度が始まる訳ですが

職業奉仕活動充実の為、事前の宿題を各クラブに出され

ました。クラブごと過年にどの様な職業奉仕活動を実施さ

れたか、２例報告して下さいとのことです。地区全体を取り

まとめ小冊子にして各クラブ配布される計画です。

　そこで、せせらぎ三島ロータリークラブですが、以下の実

施事例を報告しようと思います。

①三島市北中学校２年生徒７クラス社会授業

　職業について、臨時講師として１６名行ったこと

②２０１１年度に会長と職業奉仕委員が１年をかけ例会ごと

　当クラブメンバー一人一人の細部にわたり職業紹介したこと

職業奉仕部会 山田定男君

　社会奉仕部会では今年、富士山の世界遺産登録の為

にも地元ＲＣとして、富士山清掃を行いたいとの発表が御

座いました。お話のゲストとしてグランドワーク三島の渡辺

豊博さんに来て頂き、富士山の世界遺産登録への問題

点や現状をお話戴きました。単純にボランティアで「ちょっ

と清掃すれば良い」どころではなく、日常的なところから自

然と向き合うことの難しさを感じることが出来ました。

積極的に参加して、少しでも自然保護の役に立ちたいと

思います。皆さんの御参加お持ちしております。

社会奉仕部会 土屋　巧君

　次年度より補助金の制度が大きく変わります。補助金は

地区補助金とグローバル補助金の大きく２つに分類されま

す。グローバル補助金は１プロジェクト３００万円以上の大き

なプロジェクトとなります。一方地区補助金の使用目的は

問われませんが、補助金額は会員数２０人までは１０万円、

５０人までは２０万円、それ以上は３０万円まで受けることが

出来ます。補助金を受けるには申請と診査が必要となりま

すが、申請には条件も備わっていることが前提です。申請

の条件は

①単年度のプロジェクトであり、かつ継続的活動が出来る事。

②１つの団体や地区に継続しての支援ではない事。

③事業として、補助金とクラブから出資する金額が50：50

となること。

④約束・覚書（MOU）を厳守。地区補助金セミナーに会員

が受講済みであること。

⑤申請以外の事業や活動に決して補助金を使ってはならない。

⑥新規に開設された口座に振り込まれた補助金は、引き

出す際に２人以上のサインが必要。

⑦事業終了後、２か月以内に報告書を財団に提出。

など、制約も多いのですが、当クラブは、タイ自転車贈呈

事業として２６２０地区で７番目に申請を受理されました。ま

た、今年度申請が許可されたクラブは同地区７８クラブ中

４７クラブで、予算の９万ドルが全て終了となりました。

Ｒ財団部会 山口雅弘君


