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会長挨拶

司会：石井和郎君　指揮：久保栄子君

岡君、大房君、小林君、杉山（順）君、田中君、土屋君、望月君、

山本（良）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

３０/３３　　 　　　９０．９１%　　　　３０/３３　　 　　９０．９１%

２５/３３　　 　　　７５．７６%　　　　　　　　  　　　　　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

第8回理事役員会報告

平成２５年５月１０日　１３時30分～１３時５０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　　小林　勝　　久保栄子

　　　　　　　渡邊照芳　　岡　良森　�

司会者�　　石井司人� 　記録者� 　加藤正幸

①卓話　　プログラム変更の件

　5/31　次年度会長　山本良一�   

　6/7　　新会員　兵藤　　　　　6/14加藤�   

②ハンドベル継続の件�  

　次年度25周年記念事業までは継続�      

③東ヶ崎潔記念募金の件�  

　前回通り見合わせ�      

④職業分類の件�  

　前回討議事項の形で進めていく�      

⑤桜の植樹記念碑の件�  

　復興支援先大槌町にて桜の木植樹に同調して記念碑設営、

　費用はメンバ-より募る�      

せせらぎ三島ロータリークラブ 検 索

高齢登頂者となります。三浦さんはこれまで70歳と75歳で

の登頂に成功されています、正に衰え老化を感じられませ

ん。

よく「老化は血管から」といわれていますが実際に胎児の

時から動脈硬化が見られるそうです、生まれた時から老化

は避けられませんがそのスピードには違いがあります、成

長過程では老化が遅く成熟（成長が止まる）すると老化の

進行のスピード早くなりまた環境や生活習慣にも影響を受

けます。

わがせせらぎ三島ＲＣは来年度25周年を迎えますが老化

の状態はどうでしょう、成長過程にあるのでしょうか、成熟し

たのでしょうか、老化のスピードは遅いのでしょうか。

新しい細胞が補充されることにより老化を防ぐことができま

す。新会員の獲得は不可欠でしょう。また生活環境すなわ

ち奉仕事業や例会のありかたを改めて検討してみるのも

老化防止に必要ではないでしょうか。

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

　皆さま今晩は。プロスキーヤーの

三浦雄一郎さんが昨日の１６日に

世界最高峰のエヴェレスト（8848m）

の登頂をめざしてベースキャンプ

（5300メートル）を出発しました。順

調なら24日には80歳での世界最

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

久保栄子君：来週お休みさせていただきます。申し訳ござ

いません！ＳＡＡ石井さん、小島さん、宜しくお願いいたし

ます。

石井邦夫君：先週は当社社長の卓話にお付き合い下さ

いましてありがとうございました。おかげさまで私は２階級特

進致しました。ロータリーの皆様の友情に感謝します。

遠藤修弘君：いつも車で移動している自分が久し振りに今

日電車で静岡へ出張してきました。けっこう歩いたので少

しおなかのベルトがゆるくなり少しうれしいです。スマイルし

ます。

Ｅテーブル：日本酒のダッサイは飲み口が良く、後から効

いてくるので注意です。お疲れ様でした。

スマイルボックス
卓話

山田定男君

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
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１．次年度、私は職業奉仕委員長を命ぜられました。

ロータリーでは４大奉仕活動を基本としていますが、１０４

年前シカゴでロータリー発足以来、職業奉仕を第一に考

え、行動、活動を行って来たと聞いています。今日初め

て私の職業の話をさせていただきます。５年ほど前にも卓

話で仕事の話をさせて頂きましたが、新しい会員の方々

が増えましたので、改めて私の仕事と職業奉仕のお話を

させてもらいます。

（これから私の事を話しますが、独断と偏見と傲りなど出

ます。その時は笑い飛ばして下さい）

２．サント・サーフェイス㈱は職業分類では、表面処理業

と分類されています。元々の業種は塗装屋でした。父の

営む会社は清水町伏見に有った事、その会社はオートバ

イの親会社で２回の大きな倒産を受けました。工場・住宅

すべて売却した事、そして債務超過の会社を私が引き継

ぎました。

〇一日14時間操業で仕事をした事

　親会社から50％のコストダウンをさせられた事

　時間で仕事をしたので失敗

〇オムロンに来ていたイケメンの営業マンの事

〇スター精密のウォッチ部品の事

〇石野ガスケット・NOKの事

３．経営の存続　職業奉仕

〇営業利益を出し続ける事

〇利益はどうして生まれるか

〇客に喜んでもらえているか・・・・客の喜び＝利益

　丸八まわた・夜の巷のビール・吉野家・すきや・皆さんの

　会社

４．職業奉仕の大切さ

　　クラブ奉仕・国際奉仕・社会奉仕の基盤になっている

　　のが職業奉仕ですね

５．次年度職業奉仕活動計画

　　「４つ目の職業奉仕」

私の職業奉仕

委員会報告

６月２３日（日）ゴルフ同好会コンペを開催致します。

詳細は後日ご連絡させていただきます。

ゴルフ同好会


