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杉山（隆）君、田中君、服部君、望月君、山口(雅）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

２６/３３　　 　　　７８．７９%　　　　２８/３３　　 　　８４．８５%

２９/３４　　 　　　８５．２９%　　　　　　　　  　　　　　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

三

せせらぎ三島ロータリークラブ 検 索

東日本大震災復興支援委員会を中心として支援をしてい

ますが、環境省の発表によりますと、震災によって発生した

がれきの量は岩手県・宮城県・福島県の沿岸部での津波

の堆積物を含めて2590万トン、広域処理は福島県を除い

た岩手県・宮城県の２つの県で17の都府県での６７万トン

の受け入れが決まり、またそのほかのがれきについても処

分先が確保できたことから、目標どおり来年３月末までに

処理が終わる見通しとなりました。ここで敢えて「がれき」と

いう言葉を使ってきましたが、不適切な言葉ではないかと

思っていました、「がれき」とはいえ、もとは貴重な財産です。

この言葉で傷つく被災者も多いのではないでしょうか、知ら

ず知らずに他人を傷つけてしまい痛みに鈍感にならないよ

うに気を付けたいと思います。「人の痛み」について私は仕

事のうえで特に敏感にならざるを得ません、程度の差はあ

っても痛みを主訴として来院される方が大半です、診察す

れば痛みの原因はおおよそ見当がつきますが、なかには「異

所性疼痛」といって痛みの原因でない歯に痛みを感じたり、

脳が勘違いをして痛みの原因となっている部位とは違う部

位に痛みが出る「関連痛」、原因が不明でいくら治療しても

治らない歯が原因でない歯痛「非歯原性歯痛」があり診断

に困惑することあります。人の痛みを正しく感じるのはなか

なか難しいものと常々思っています。

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

稲葉良弥君（ガバナー補佐・三島ＲＣ）

大庭治美君（Ｇ補佐事務局・三島ＲＣ）

藍澤基彌さん（石井（邦）君のゲスト）

喜多正利さん（　　　　　〃　　　　　　）

角道裕司さん（　　　　　〃　　　　　　）

青木沢典さん（　　　　　〃　　　　　　）

４月28日　遠藤修弘君

4月29日　石井邦夫君

4月30日　土屋　巧君

会員誕生日

会員誕生日

入会記念日

　皆さまこんにちは、本日は稲葉ガ

バナー補佐がお見えになっており

ます、後ほどお話をお伺いいたし

ます、よろしくお願いいたします。

　さて、東日本大震災から25か月

経ちました。せせらぎ三島ＲＣは

幹事　石井司人君



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

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

今
日
の
料
理

藍澤基彌さん：例会にて講演させていただく機会をいただ

いたことを自祝して。

喜多正利さん：本日は例会に参加させて頂きありがとうご

ざいます。アイザワ証券も三島で55年になります。やっと皆

様に喜んでいただける相場環境になってきました。宜しく

お願いします。

鈴木政則君：父のお通夜、告別式にお集まり頂きましてあ

りがとうございました。

加藤正幸君：先日の次年度委員会お疲れ様でした。次

年度幹事です。皆様の御協力よろしくお願いします。

片野誠一君：つづけてホームクラブを欠席して申し訳あり

ませんでした。

山本良一君：次年度理事・役員・委員長会議を盛大にま

た有意義に開催出来、みなさんにお礼申し上げます。

石井和郎君：次年度委員会、仕事の都合でドタキャン誠

に申し訳ありませんでした。スマイルします。

山本　章君：先日の次年度役員会に急用の為出席できま

せんでした。申し訳ありませんでした。

澤田　稔君：岡さんに恐喝されました。

矢岸貞夫君：円安で100円を越しました。日々の生活に於

いて良い事でしょうか。悪い事でしょうか。良くわかりません。

兵藤弘昭君：株でもうけた。業績回復で今期利益が出そ

うな方はご相談ください。払った金額が全額戻って半額損

金計上できるのは保険だけ！税務署対策には有効です。

またいつかやってくる不況に備えてダム経営を実践しまし

ょう。全額戻る商品は6月中旬までの限定です。

土屋　巧君：４クラブ合同ゴルフコンペでは大変大変お疲

れ様でした。４クラブ内で2位という願ってもみない好成績

で幹事役としてもほっとしております。来年は西クラブ主催

ですのでよろしくお願いします。

石井邦夫君：本日私の卓話ですが、私に替わり当社アイ

ザワ社長が卓話をして下さいます。出来るだけ最後まで

お付き合いの程よろしくお願いします。

スマイルボックス

卓話
藍澤基彌さん

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

　ただいまご紹介いただきました藍澤でございます。自社

のことをご紹介するという観点で、本日は当社の特徴ある

取り組みを2点ご紹介させていただきます。

1. アジア株式取引について

当社はアジア12の市場を取引できるインフラがあります。

中国、インドネシア、フィリピン、マレーシア、台湾、韓国、

シンガポール、ベトナム、イスラエル、さらにはせせらぎ三

島ロータリー・クラブ様とも縁が深いタイの取引もできます。

当社のアジア株式システムは各市場に直結しています。

他の証券会社のアジア株取引でが、証券会社が販売す

る銘柄を自社で保有してから投資家に販売するという形

が多いのですが、当社は各市場に直結することで売買価

格の透明性を担保しています。

投資対象銘柄のコーポレートアクションへの対応は、アジ

ア株においては最も信頼できるといっても良いカストディ

アンであるスタンダード＆チャータード銀行に委託してお

り、安心して投資していただけるものと自負しております。

アジア株の妙味というのは2つあり、1つめは投資対象とな

る企業そのものの成長です。

もう1つは為替です。1950年代、1ポンドは1000円していま

したが、最近では1ポンド＝100円近辺にまで円が上昇し

ました。1950年代に日本株を買った外国人投資家は、日

本企業の成長そのものでも利益を得ましたし、円の上昇

でも利益を得ました。

12市場もの取り扱いがあると、好調な市場へ投資すること

ができます。当社のお客様の投資対象市場は当初香港

でしたが、その後は韓国市場、タイ市場、インドネシア市

場と移っていっています。

2. ソリューションビジネスのご紹介

当社ではお客様の財産上の問題に対し専門家と連携し

てご支援するということに取り組んでおり、ソリューションビ

ジネスと銘打っております。お客様からいただくご相談で

多いのは、相続の問題です。「争族」という言葉があるくら

いで、事前の準備や対応策の検討がないばかりに家族

間の大きな問題に発展してしまうことも多くあります。

具体的な取り組みとしては、相続セミナー、対話型セミナ

ー、個別相談会を開催しています。相続には非常に大き

なニーズがございまして、ご相談は数多く寄せられています。

また、経営者の方々の皆様の悩みに答える経営者支援の

サービスがあります。具体的には、事業承継の問題、事業

拡大のためのご支援であるビジネスマッチング、アジア進

出、またＭ＆Ａのご支援について、必要に応じて専門家と

連携し問題解決のお手伝いをさせていただいております。

このような取り組みを行っている証券会社というのはあまり

なく、当社独自のお客様に喜んでいただけるサービスと思

っております。


