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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

２９/３４　　 　　　８５．２９%　　　　３０/３４　　 　　８８．２４%

２８/３４　　 　　　８２．３５%　　　　　　　　  　　　　　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
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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

狩野川では明日25日に解禁になります。今年の私のデビ

ューは６月１日に西伊豆の仁科川を予定しています、鮎に

ついて少し触れさせていただきます、鮎は秋になると川を

下り河口近くで産卵し、孵った仔魚は海に下り冬の間は海

でくらし主に動物性プランクトンを餌としています、春にな

ると川を遡上し石に付いたケイソウ類を主食として２０セン

チ以上に成長します、夏が過ぎ秋になりますと川を下り産

卵をして１年の短い命を終えます、１年の短い命ですが、

長い年月の間、脈々とそのDNAを引き継いでいます、ロー

タリークラブの会長も短く任期１年です、せせらぎ三島ロー

タリークラブのDNAを引き継ぎました私の任期もあと残り少

なくなりました、気を緩めることなく最後まで勤め次年度会

長の山本良一さんに繋げていこうと思います。簡単ですが

会長挨拶といたします。ありがとうございました。

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、暑くなってきま

した。体調の管理に心掛けてください。

　私の1番の趣味としては鮎の友

釣りですが、5月20日には静岡県

のトップを切って興津川で鮎釣りが

解禁になりました。

幹事　石井司人君

杉山順一君：服部先輩とダイエットを始めました。1か月、

1か月を見て下さい。

澤田　稔君：年金生活者では恵まれない私のお茶のみ友

達に奉仕活動が出来ないので、今回石井邦夫さんを通し

てある株を6200万円購入して、その収益で社会奉仕に邁

進したいと思います。

山田定男君：ロータリー手帳いただきました。ありがとう。

山本章君：天気が良いのでスマイルします。

石井邦夫君：山本さんが天気が良いのでスマイルしますと

書いてあったので私も天気が良いのでスマイルします。

米山晴敏君：今日は卓話の予定で来ましたが石井幹事さ

んにとられてしまいました。残念です。でもちょっとほっとし

てます。

Ａテーブル：イタリアン料理、スローペースなお食事にお

酒ばっかり進んでしまいましたね。みなさんお疲れ様でした。

そしてこの会にありがとうございます。残金をスマイルします。

Ｄテーブル：Ｄテーブル会残金をスマイルします。皆様お

疲れ様でした。

スマイルボックス
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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
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片野誠一君
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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
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進したいと思います。

山田定男君：ロータリー手帳いただきました。ありがとう。
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石井邦夫君：山本さんが天気が良いのでスマイルしますと

書いてあったので私も天気が良いのでスマイルします。

米山晴敏君：今日は卓話の予定で来ましたが石井幹事さ

んにとられてしまいました。残念です。でもちょっとほっとし

てます。
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そしてこの会にありがとうございます。残金をスマイルします。
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スマイルボックス 卓話
石井司人君

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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　近年、菜園と園芸ブームが続いています。そこで本日

はやさしい野菜作りと安全・安心な野菜を誰でも取り組め

るお話をいたします。

　まず、私は家庭菜園の面積とは言えないくらい広い面

積の農場を経営しておりますが、広くないと菜園は難しい

か？そんなことはありません。最初に取り組む面積は２坪

以上の広さの面積からはじめるのが良いと思います。

　野菜作りを始めるとそれなりに種々の野菜を作りたいと

意識が高まり、狭い農園からもっと増やしたい欲望が目覚

めてきます。STEP１はまず土作りです。土質を調べるのが

ベストですが、コストがかかりますから塩化カルシウム（石灰）

を用意して２坪程度でしたら５００gの散布で良いでしょう。

STEP２は牛糞堆肥２０kgを散布し、化学肥料を２００～３０

０g程度を全面に蒔き、鍬でしっかり掘り起こしながら混ぜ

合わせてください。STEP３は２～３週間後に土を掘り返し

ながら季節にあった種や苗を用意し植え付けてからは除

草との戦いですが、それも収穫までのドラマです。食料自

給率が４０％の我が国ですが、国民ひとりひとりが自給自

活の意識を持って望むことが基本だと思います。

　最後にこの地球上での食物生産量の陸上での限界は、

１８億～２０億tと言われております。約７０億人に近づいて

いる地球人口ですが、人間一人あたりが食料を一年間

の間に消費するのが約１５０kgですから地球全体で人間

が食べる量は、約１０億tあとは家畜等にまわります。このま

ま人口が増え続けると食料の奪い合いが国ごとに始まる

のが目に見えておりますので少しでも自分で食料を作る

ことを意識してみてはいかかでしょうか？

家庭菜園のすすめ

次年度ガバナー挨拶

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

でしょうか。それともあなたでしょうか。「実践する人」とは、「最

もよく奉仕する者」と解することができ、「豊かな人生を得る

人は」とは、「最も多く報いられる」その人、つまりあなたと解

することができます。するとかの1910年シェルドンの歴史的

テーマ"One Profits Most Who Serves Best" につながりま

す。私はこれらの言葉を私なりに解釈し、この一年を実践し、

私の人生に変化を与え、新しい１ページを加えようと考えて

います。

ロータリー活動は日本だけでの事業ではありません。国際

協調こそ基本であり、日本でも会員が集う根拠です。国際

ロータリーは迷走していません。たくさんの新しい試みをして

います。効果的な奉仕をするためのCHANGEを計画してい

ます。今年1月の国際協議会に参加して、日本のロータリア

ンの沢山の意見が反映されていると感じました。

2620地区の皆様、どうぞ今年のテーマをご議論願います。

地球は多様です。ロータリーも多様です。多様なありかたを

理解しなければ盲従に落ち込む危険があります。皆様のク

ラブの構成、職業分類、会員年齢、個人の信条など、皆様

の周りの身近な多様性に目を向け、価値観、ブランドをしっ

かり持ってください。各クラブの運営にご努力ご協力をお願

いします。

ロータリーの五つの中核的価値観を議論してください。きっ

とロータリーを続け、知り合いに薦める価値が見えてきます。

そしてロータリーを実践してください。ロータリーのバッジを

胸につけ、豊かな人生を送ってください。

2620地区の地区目標をお示しします。安定的な運営を心

掛けているために昨年と大きな変化は掲げません。目標達

成にご協力をお願い申し上げます。

ただし「未来の夢計画」がスタートする点を特筆しました。

国際ロータリーのもとに奉仕活動の大きな変化にチャレン

ジします。奉仕のための皆様の善意の寄付をより使いやす

い形にして、各クラブで責任をもって活かしていただく計画

です。国際ロータリー財団の地区補助金を全クラブで活用

していただきたいと高野年度から計画し進めています。まず

は国際ロータリーから補助金が還ってくることを実感してくだ

さい。 
ロン・バートンＲＩ会長テーマ　＆　

　　　　　　　　　　　　　　　RID2620　地区運営テーマ

　　"Engage　Rortary　Change　Lives"

　　「ロータリーを実践し　みんなに豊かな人生を」

　2013-2014国際ロータリー会長ロン・バートンは世界中の

ロータリアンにテーマを発表しました。「ロータリーを実践し

よう。そして豊かな人生を。」と言っています。

皆様はロン・バートンのこのテーマをどう理解しますか。「豊

な人生」を得る人はだれでしょうか。新興国の貧しい人々

国際ロータリー第２６２０地区

2013―2014ガバナー　志田洪顯


