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会長挨拶

司会：石井和郎君　指揮：久保栄子君

石井（和）君、小林君、服部君、山口（雅）君、米山君、渡邊君

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

２８/３３　　 　　　８４．８５%　　　　２９/３３　　 　　８７．８８%

２７/３３　　 　　　８１．８２%　　　　　　　　  　　　　　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

れていますが、正式には、この名称は昭和３年に日本歯科

医師会が口腔衛生の普及を目的として採用し昭和１３年ま

で１１年間使用しただけです、その後は「護歯日」「健民ム

シ歯予防運動」昭和１８年から２３年までは戦争のため中止

され昭和２４年に「口腔衛生週間」として復活し「口腔衛生

強調運動」再び「口腔衛生週間」と名前を変え昭和３３年

から平成２４年までは「歯の衛生週間」として長い間続けて

きました、そして今年度から「歯と口の健康週間」と名称変

更いたしました。名前は変わっても目的は同じ『歯科衛生

思想の普及啓発と地域における歯科保健事業の積極的

な推進』です。歯と口は国民が健康に生きていく力を支え

るものであり、歯の病気の予防や歯と口の健康を保つこと

が必要です。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

野中明宏さん

関　則雄君(三島ＲＣ）

６月20日　杉山　隆君会員誕生日会員誕生日

入会記念日

幹事　石井司人君山本　章君：やっと梅雨に入った感じです。みなさんがん

ばりましょう。

加藤正幸君：本日卓話です。眠くなったら私のせいですの

でどうぞ気にしなくて結構です。

石井邦夫君：太田会長、石井幹事、1年間ご苦労様でした。

岡　良森君：水曜日早朝緊急搬送で社会保険病院に運

ばれました。胆石発作でした。何年かかけて育てた胆石と

もそろそろ決別するときかな？

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

　皆さまこんにちは、私が所属し

ています日本歯科医師会はこの

度６月４日から６月１０日まで国民

の歯科保健に対する関心をより

向上させるために「歯と口の健康

週間」を展開しました。

　６月４日が語呂合わせで「むし

歯予防デー」として一般には知ら



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
加藤正幸君

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　

　当社のお客様が流通業と飲食関係が多い為、業界の

近況状況を私なりに感じている所を話させていただきます。

コンビニ：セブンイレブン・ファミリ-マ-ト・ロ-ソン・� 

　　　　　　�サ-クルＫ・ミニストップ・ヤマザキ・サンクス�

  

大手ス-パ-：ヨ-カ堂・イオン・西友・ダイエ-  

  

ロ-カルス-パ-：マックスバリュト-カイ・マム・ポテト� 

　�　　　　　　　　カドイケ・あおき�

  

アパレル：ユニクロ・しまむら・コナカ・青木� 

  

通販：アスクル・アマゾン� 

  

ハンバ-ガ-：マクドナルド・モスフ-ド・ロッテリア� 

  

牛丼：吉野家・松屋・すきや� 

  

100円ショップ：ダイソ-・オレンジ・レモン� 

  

ドラックストア-：クリエイト・ハック・マツモトキヨシ・ウィンダ-

ランド� 

  

ホ-ムセンタ-：ホ-ムアシスト・カインズ・エスポット� 

  

回転すし：かっぱ・スシロ-・くら・はま� 

  

各業種チェ-ン化が進んでいるこの状態が続いていくのか、

どこかで方向転換があるのか・・・� 

まず最近のコンビニ業界を取り上げてみる。� 

セブン・ファミマ・ロ-ソンの勝組とその他コンビニに別れ

食品ス－パ－とドラックストアを食っている�。 

便利性がお客の支持を受けている。� 

アパレルユニクロは今後、製造地・販売店をどこへ求め

ていくのか� 

イオンは今後どこへ向かっていくのか・・� 

当社とマックスバリュ東海との関係、物流変更により取引

に大きな影響が出ている。� 

キミサワ・ハックキミサワ・ＣＦＳコ-ポレ-ション・イオンキミ

サワ� 

マックスバリュ東海へ経営資本が時代の流れと共に変更

してきた� 

ロ-カルス-パ-、ひのや・キミサワ・ヤオハンすべてなくなる。

昔の販売形態に戻る� 

御用聞き方式→各家庭へ配送→よりユｰザ－様と近づく� 

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

マックスバュ東海　神尾社長談� 

各店舗にて地域内イベント情報集め応じた商品提供� 

少量、簡単調理、画一せず地域特性生かした売場作り� 

地場商品の取り扱い増やす� 

  

私の希望、各製造業国内へ生産工場残す為、方策を進

めてもらいたい� 

ＲＯＴＡＲＹ　ＮＥＷＳ

5月17日、広島で開催されたロータリー世界平和フ

ォーラムにあわせ、田中作次RI会長は、ロータリー

や地元のリーダーと共に平和記念公園を訪れ、第

二次世界大戦中に投下された原子爆弾によって命

を落とした人々の慰霊碑に献花しました。その後会

長は、広島平和資料館を訪問し、多くの世界のリー

ダーが名前を記してきたゲストブックに記帳しました。

日本人である田中会長（八潮ロータリー・クラブ会

員所属）にとって、「平和」は重要な意味を持ちます。

2012-13年度のRIテーマを「奉仕を通じて平和を」

とした会長は、ロータリアンや一般の人々、特に若

い人たちが日常の生活を通じて平和を見つめる機

会を提供するため、3回の平和フォーラムを主催し

ました。 

広島平和フォーラムには、ロータリアン、地域のリー

ダー、学生やロータリー平和センター・プログラム（平

和構築者を育成するためのプログラム）学友など、

2,700人以上が参加しました。また、湯崎英彦広島

県知事と松井一實広島市長もパネル・ディスカッシ

ョンに参加しました。 

今回の広島フォーラムの前には、ベルリン（ドイツ）と

ホノルル（米国、ハワイ州）でも平和フォーラムが開

催されました。いずれも、第二次世界大戦で甚大な

被害を受けながら、現在は持続可能な平和の象徴

となっていることから、平和フォーラムの開催地とし

て選ばれました。

田中会長は、フォーラムの閉会の辞で次のように述

べました。「一つひとつのロータリーのプロジェクト、

一つひとつの奉仕が、愛と思いやりを育みます。適

切な方法で、正しい理由のために奉仕すれば、平

和と調和の中で、人々が一体となれるはずです」 

自分自身から始まる平和を
語り合った広島平和フォーラム


