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会長挨拶

司会：石井和郎君　指揮：久保栄子君

大房君、小島君、鈴木君、土屋君、望月君、山口（雅）君、

山田君、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

２８/３４　　 　　　８２．３５%　　　　２９/３４　　 　　８５．２９%

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

　皆さま今晩は、今週月曜日６月３日、三島市役所におい

て三島市緑化運動推進協議会の定時総会が開かれ、緑

化推進功労者としてせせらぎ三島ロータリークラブは三島

泉ライオンズクラブ、夏梅木町内会とともに豊岡市長より

表彰を受けました。わがクラブの表彰理由として源兵衛川

が平成の名水百選に選ばれたのを記念した碑と白滝公

園の案内板の設置寄贈でした、これは４年前の大房年度

のせせらぎ三島ロータリークラブ２０周年の記念事業として

行われたものですが、今回の表彰は静岡新聞にも掲載さ

れました。その表彰状と写真を回覧いたします。このように

私たちの奉仕事業が自己満足でなく世間に認知評価され

ましたことは大変喜ばしいことです。以上、簡単ですがこの

報告を会長挨拶といたします。

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

野中明宏さん

関　則雄君(三島ＲＣ）

５月13日　望月保延君

６月４日　矢岸貞夫君

５月31日　山口辰哉君

６月６日　望月保延君

会員誕生日

会員誕生日 入会記念日

幹事　石井司人君

山口辰哉君：1月に長女が結婚、そしたら東京に出稼ぎに

出しているはずの次女が実家に金も送らず、7月に籍を入

れると。デキチャッタ、ではないのですが、船橋のほうに一

緒に住み始めました。先日、相手の男がサントリーの「山

崎18年」を手土産に挨拶に来ました。仕方がないので「次

からはジャックダニエルでいいよ」と答えてしまいました。

兵藤弘昭君：先日、5月24日テレビ東京「たけしの日本の

ミカタ」という放送で、日本中で注目されている町として長

泉町の特集をやっておりました。その際、長泉町の紹介で

なんと共同開発代表取締役米山晴敏さんが登場しびっく

りいたしました。かっこよかったのでスマイルします。

山本良一君：次年度計画、方針発表です。宜しくお願い

いたします。

太田政人君：明日は仁科川のアユ解禁日です。朝早く起

きて行って来ます。豊漁を期待しています。多く釣れまし

たら来週またスマイルします。

中村　徹君：今日は野中元会長の息子さん野中明宏君

が訪問します。よろしくお願い致します。

久保栄子君：本日、次男の第1子が誕生しました。次男は

スマイルボックス

１．6月4日、我がクラブ第55代会長佐藤利夫様がお亡く　

　　なりになりました。謹んでご冥福をお祈りいたします。

２．例会変更

　　三島ＲＣ　　 6月26日（水）　さよなら例会　リオ

　　三島西ＲＣ　6月27日（木）　サヨナラ例会　花房旅館



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

太田政人君：アユが釣れましたので1匹につき100円のス

マイルをします。（四捨五入しています。）私としてはまずま

ずの釣果でした。

兵藤弘昭君：本日初卓話です。宜しくお願いします。服部

君！しっかりと写真を撮ってくださいね！

中山和雄君：今日は隣室での三島信用金庫大場支店の

総会とダブルヘッターで出場しています。よろしくお願いい

たします。

米山晴敏：体調不良の為早退します。兵藤さん、卓話聞

けずに申し訳ありません。スマイルします。

石井邦夫君：米経済誌フォーブスによるスポーツ選手の

長者番付で男子ゴルフのタイガーウッズが年収約76億円

で1位に返り咲きました。不倫騒動の時のコメントを発表し

ます。「私も完璧ではない（今後）はより、よき人間、夫、父

親になるために努力する。長い間支えてくれたすべての

人たちに深く謝罪する」との事でした。

杉山　隆君：連続欠席すみませんでした。パソコンでのメ

ーキャップ挑戦いたします。

服部光弥君：休みが続いて申し訳ございません。バタバ

タと楽しい毎日で感謝感謝です。涙を流さぬよう上を向い

て歩いていきます。

遠藤修弘君：兵藤さん、今日の卓話がんばって下さい。

楽しみにしています。

スマイルボックス

卓話
兵藤弘昭君

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６月７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�　加藤正幸� 　

　　　　　　　兼子悦三 　根津延和�　石井司人� 

　　　　　　　宮澤正昭　 土屋　巧　　小林　勝　　

　　　　　　　久保栄子　　岡　良森　�

欠席者　　山本良一　山口雅弘　渡邊照芳

司会者�　　石井司人� 　       記録者� 　加藤正幸

①佐藤パスト会長葬儀の件

　　内部規定により対応する

　　各自にあっては判断にまかせる

②出席免除の件

　　片野メンバーより出席免除依頼あり

　　内部規定により受諾

③さよなら例会の件

　　6/28ブケ東海にて会費1000円

　　送迎ジャンボタクシー手配あり　

　昭和４２年に現在の伊豆の国市南条（旧韮山）生まれの

４５歳。韮山小学校　韮山中学校を卒業し、三島高校商

業科を卒業。プロパンガス配送員として東洋プロパン協

同組合（現ＴＯＫＡＩ）を経て、静岡東海証券株式会社に

入社　証券営業に従事。その後、三井海上火災保険に

独立研修生として入社後、個人保険代理店として独立

開業。韮山町町議会議員１期４年をしたのち、東京にて

現在の会社の前身であるフューチャードットコム株式会社

を設立、しかしＩＴバブル崩壊のため撤退。その後、沼津

にて各保険会社に乗り合う総合保険代理店として静岡フ

ァイナンシャルプランニング株式会社に名称変更。６年

前に自宅を購入し現在の三島市東大場に移転、自宅兼

事務所として私を含め３名で仕事に従事しております。働

きながら通信教育で大学を卒業後、大学院等で金融商

品会計および少子高齢化社会の研究しておりました。専

門は金融商品全般です。妻と４歳、５歳女児の家族４人

で暮らしております。趣味は子育て、お笑いのＴＶを見る、

昔は麻雀、釣りをしていました。また普段は読書などする

ことも多く、感銘を受けた本「人を動かす」Ｄ.カーネギー

著　「道をひらく」松下幸之助著です。

　自分の職業を自らはファイナンシャルプランナーと呼ん

でいます。将来の生活設計に即した資金計画やアドバイ

スを行う職業・職種と考えております。なぜ金融商品の中

で保険を販売するのかと言えば、日本の金融商品の中

で税法上最も有利かつ比較的に安全で運用利回りが高

いためです。また、中学1年の頃母親がガンで死亡し、そ

の後家庭内でお金の苦労をしたこと。31歳の時株の信用

取引で大損し破産寸前になったことから、守りの金融商

品の大切さを身にしみてわかったからです。私は生命保

険を販売することで生業にしておりますが、お客様のニー

ズが生命保険では対応できない場合、他の金融商品を

お勧めすることもあります。皆様は法人税・所得税・社会

保険料が高いと感じたことはございませんか？それらを

削減ししながら、社長個人がお金を受け取れる方法があ

ったら知りたいと思いませんか？それができる唯一の金

融商品が保険なのです。これら、処理を行うには税法の

みならず、日本における「金融商品会計基準実務指針」

に照らし合わせ整合性のある経理処理を求められます。

また、金融商品は日々進化し時価会計を重視する国際

会計基準に則った新しいフレームワークが求められており

ます。よって法人保険は金融商品会計がある程度わかる

方で、かつ転勤等でいなくなる保険会社の社員から話を

聞くのではなく、責任のとれる方より、ご加入することにより

トラブルを回避できると考えます。最後に効果的に処理さ

れた資金がより多くのスマイルに向けられますよう祈念申

し上げます。

自己紹介と私の職業奉仕

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


