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会長挨拶

司会：石井和郎君　指揮：小島　真君

加藤君、中山君、服部君、宮澤君、望月君

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

２５/３３　　 　　　７５．７６%　　　　２７/３３　　 　　８１．８２%

２８/３３　　 　　　８４．８５%　　　　　　　　  　　　　　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

としての各委員会の活動報告をよろしくお願いいたします。

クラブ協議会の時間に限りがありますので短いようですが

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

濱田清明君（沼津柿田川ＲＣ）

６月21日　大房正治君

６月21日　山田定男君

６月27日　山口雅弘君

６月22日　太田政人君

６月22日　中村　徹君

会員誕生日会員誕生日

入会記念日

幹事　石井司人君

大房正治君：本日で66歳になりました。これからも宜しくお

願いいたします。

山本良一君：本日は1年間の報告会ですが、私には反省

会となります。次週は最後の反省会です。7月からも反省

の日々になりそうです。

山本　章君：太田会長、石井幹事、ご苦労様でした。あと

少しですが頑張ってください。

小島　真君：毎日楽しく幸せな日々を過ごさせて頂いてお

ります。皆様のお陰様です。感謝！

杉山　隆君：昨日、次年度親睦委員の小委員会を開催し

ました。全員参加でありがとうございました。皆様のご協力

を無駄にならない様親睦委員長として頑張ります。

山口雅弘君：先日Ｃテーブル会楽しく行うことができました。

残金スマイルします。

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

　今晩は、鬱陶しい日が続いて

おります。

今年度も残り少なくあと2週間と

なってまいりました、本日はクラ

ブ協議会、来週は最終でさよな

ら例会です、この1年間ありがと

うございました、今年の締めくくり

入会記念日



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

委員会報告
親睦委員会

クラブ協議会

ＲＯＴＡＲＹ　ＮＥＷＳ

遠藤修弘君

出席者　山梨　西原　中村　山田　米山　鈴木　

　　　　中山　加藤　石井邦夫　　内田

○三島商工会議所青年部創立１５周年記念事業に対　し

ての協賛について 日本一の三島コロッケを造る　３万円

の協賛をする　全員の賛成で承認

○会長より　各委員長さんには早めに事業報告書を　提

出していただきたいとのお願いがあり散会にな　りました

第１５回理事役員会報告

ビジター 窪田　明君（三島西ＲＣ）

ようこそせせらぎ三島
ロータリークラブへ

夏の家族例会　"はとバス" 希望コース確認のお願い

先般、夏の家族例会（８月２６日）「ブームに乗っかれ！東

京スカイツリー夏の思い出」にご多忙のなか参加申し込

みをいただきありがとうございました。ご案内のとおり内容

は"貸し切りバスで東京＆はとバス利用のスカイツリー見

学他ツアー"となっております。今回、この"はとバス"は２コ

ース用意しており、ご希望コースを選択の上、ご参加して

いただきたいと思います。つきましては、希望コースを配

布いたしました確認用紙に記入の上、会費を添えて７月

20日までに提出してくださいますようお願い申し上げます。

なお、予約数の都合上、希望に添えないこともありますが

その際にはご理解、ご協力の程よろしくお願い致します。

《当日スケジュール》

７：１０ 三島駅集合　⇒⇒　９：５０ 東京駅着　⇒⇒　１０：１０ 

はとバス主催　東京スカイツリーと有名ホテルバイキング

　⇒⇒　１８：３０ 東京駅発車　⇒⇒　２０：３０ 三島駅到着

解散

平成24年７月６日　金曜日�  19時30分～20時

ブケ東海三島     

出席者　　 太田政人�　 石井邦夫� 　山口雅弘� 　

　　　　　　　加藤正幸� 　兼子悦三�　 山本良一�　

　　　　　　　宮澤正昭� 　根津延和� 　久保栄子�  

　            渡邊照芳�　小林　勝�  　石井司人� 　

              岡　良森�  

司会者�　石井司人� 　記録者� 　加藤正幸（代）石井司人�

           

①３年後手紙の発送の件�     

 アンケ-トを同封する作業を7/13例会の時間を使用し 

　たい� 　　　　　　　　　　　　　　　　　         　　　　承認�

②地区の補助金の件�     

　大づち町の支援に対する補助金申請をする予定�         

         　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承認�

第１回理事役員会報告

委員長　片野誠一君会員組織委員会

会員組織委員会は、ロータリークラブを理解していただく

と共に、各委員会との連携を保ち、クラブ運営の充実を

はかっていきたいと思います。

1．�ロータリー情報の提供

2．�会員増強と維持（クラブ1名増強）

3．�新会員との対話

4．�会員選考・職業分類

委員長　山本良一君クラブ奉仕委員会

 予定された事業は各委員会の委員長、副委員長、委員

の皆さんの協力にて実施できました。

親睦委員会は年間を通して家族を対象とした企画を行っ

ていただき、スカイツリーにも行く事ができ、ロータリークラ

ブの一番の理解者でもある家族の皆さんに楽しんでいただ

くことができました。出席につきましては地区、分区からの出

席率を見ますともういっそうの努力が必要かと思います。Ｓ

ＡＡ、出席、広報、親睦、情報・文献、増強、プログラムの

委員会の皆さん、一年間ありがとうございました。

クラブ協議会

　本年度の出席委員会の報告をいたします。会員の出席

率は１２年７月～１３年３月までの９ヶ月間の通算出席率は、

８６，７％でありました。後半の３ヶ月の出席状況で変わると

思いますが、３月時点で第２分区において当クラブの通算

出席率は下から２番でありました。出席率の向上はメイキャ

ップをしていただく事につきると思います。例会の幹事報

告でメイキヤップの情報を提供していただいたことは大変

良かったと思います。また私自身の反省としてホームクラ

ブの欠席が多く出席報告では、中山さんにご迷惑を掛け

すみませんでした。

委員長　片野誠一君出席委員会

委員長　久保栄子君ＳＡＡ

 ハラハラドキドキの1年間でしたが、皆様のご協力のお陰

で全体的には大きなトラブルもなく、また、本年度はホストク

ラブとしての大きな行事がなかった事もあり無難に務める

事ができました。反省点は例会進行の中で時間設定の読

みが悪い時があり、卓話の方と皆様に大変ご迷惑をおかけ

しました事、お詫び申し上げます。そして、タクトも皆様の前

に立つと上がってしまい最後まで上手にできませんでした。

申し訳ございません。石井さん、小島さん、1年間ありがとう

ございました。

委員長　岡　良森君親睦活動委員会

　今年度における親睦委員会の活動は以下の通り実施い

たしました。

　話題のスカイツリーツアーを多くの会員及び家族の皆様

方と実施できたことは、良かったと考えております。

　また、クリスマス会では、長年タイへの放置自転車贈呈事

業をやって来られた先輩方への感謝の気持ちを込めて企

画したものであります。会員家族のタイボランティア活動へ

の理解が深まればと考えました。

　新年会、春の家族会、と予算の関係上若干地味になりま

したが、いずれも楽しく行うことができ感謝しております。

　通常例会においては、笑顔のある受付業務に努め、皆さ

んより沢山のスマイルがいただけるように努めましたが、標

語の掲示が中途で終了するなど反省しております。

　協力頂きました各担当親睦委員の方々に感謝申し上げ

ます。

１．8月26日　 　夏の家族会　東京スカイツリー

２．12月21日 　クリスマス家族会　タイ舞踊、歌声バンド他

３．1月18日　　新年親睦例会　大塚良重さん独演

４．3月24日　　春の家族例会　ボーリング大会

５．6月28日　　さよなら例会

スマイルの標語の受付掲示　約20回

委員長　米山晴敏君広報委員会

 週報については、原稿の提出にご協力いただきありがとう

ございました。

〇社会奉仕委員会の3年後の手紙事業

〇国際奉仕委員会のタイへの自転車贈呈事業

〇東北震災復興支援委員会の活動

について山口さんの協力で静岡新聞に掲載されることにな

っています。新役員も一緒に載せてもらいたいと思っており

ます。

 

委員長　鈴木政則君情報・文献委員会

１．�新会員にロータリーの知識を深めるについては、今年

度入会した兵藤さんにロータリーの情報を提供しました。

２．�ロータリー以外にも、ロータリーの友を配布するについ

ては杉山順一君が三島青年会議所に毎月届けてくれました。

３．�４月には情報と文献について卓話をさせて頂きました。

　　テーマは　若い人達に支援をする　　　　　　　　　　



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

会員誕生日 ４月２日　　山本良一君

４月29日　　石井邦夫君

４月６日　　大房正治君

４月16日　　小林　勝君

４月20日　　岡　良森君

４月30日　　土屋　巧君

入会記念日
�     

平成22年�５ 月�21 日�金曜日�19時

30分�より�

ブケ東海三島�     

           

出席者� 西原次期会長� 内田次期幹事� 中村� 

太田� 　　　　小林�  山梨� 渡辺� 矢岸� 

土屋� 石井邦　　　　山田�

欠席者� 宮沢�        

司会者� 内田次期幹事�   記録者� 山田�  

           

①次年度予算案の件�     

　会員数３６名含め次年度予算了承されました

　収入特別会計６０万了承されました

　支出週報ホームページビルダー予算了承されました�          

②次年度プログラム案の件�     

　了承されました�          

③地域開発･植林事業の件�     

　三島市箱根の里斉藤所長に話しをしたところ植林

　場所が無いとのことで一時保留�          

④新会員フォーローの件�     

　パスト会長様に協力いただき受け付けに参加いた

　だくこと決まりました�          

　出席率向上に向けた話がありました�          

           

 例会中の煙草５分程度の時間を設けること・・・

　携帯電話のマナーモードの推薦の話しが決まりま

　した

前年度開催理事役員会報告

クラブ協議会

　2011-2012渡邊会長年度に計画された東日本大震災復

委員長　小林　勝君社会奉仕委員会

委員長　土屋　巧君会員増強・維持委員会

 前期は順調に会員が増加し、しかも若い方が入会して戴

いたので、服部君をはじめとするＪＣのＯＢとの繋がりを強化

することで更なる増員が図れるのではと安易に考えておりま

した。実際には委員長として何の工夫もせず、ただひたす

ら待ち人を待つだけの結果に終ってしまい、更に西原パス

ト会長と内田憲一会員の退会を許してしまうという結果にな

ってしまいました。自らの働きかけが何も出来なかった事に

対し太田会長はじめ所属会員の皆様にお詫び申し上げます。

今回の経験を踏まえ、今後の様々な委員会活動に生かし

て行く外無い、と猛省しております。

今後とも宜しくお願い申し上げます。

 

中村　徹君クラブ研修リーダー

 昨今、事業や職業の世界が激変しているなかで、会員が

更なるロータリーへの知識、理解が充分に進まない現状は

致し方ないものと思います。

この3年間は例会場や、テーブル会などの機会を得て、ク

ラブの皆さんとクラブの活性化とクラブ組織の強化にクラ

ブ研修リーダーとして、挑戦したつもりです。会員の皆様に

はご協力にいただき、感謝いたします。

今年度は、目標にしていたロータリー財団の「未来の夢計画」

への参画に挑み、見事、国際奉仕委員長、山口雅弘君に

道を開いていただきました。

次年度の新地区補助金の企画申請が地区より許可を得た

とのことです。

しかし、次年度地区補助金の均等ばらまき支給額を見ると、

本来のクラブの自主・主体性とは全く逆の、名ばかりな補助

金となりました。

最後になりますが、太田会長、山本次年度会長、山口雅

弘君ご協力ありがとうございました。

委員長　宮澤正昭君職業奉仕委員会

 今年度、職業奉仕の理念を原点に戻り見つめ直すという

事で、自分の職業の現状を知っていただく事を、卓話を通

じ少しの時間お話しして下さいとのお願いも半分以上の会

員の皆様に自分の職業についてお話しいただけたと思い

ます。

まずまずの成果と会員の皆様に感謝します。この事で足元

を固め職業奉仕活動に繋がって行ければ幸いです。

一年間御協力ありがとうございました。

委員長　山口雅弘君国際奉仕委員会

 国際奉仕委員会は、今年度も多くの方々に御協力を頂い

て、タイへの放置自転車贈呈に参加致しました。次年度は、

１１月２２日と決まりました。場所はウボンラッチャタニーでバ

ンコクから東に７００キロくらいで、第９８回になります。多くの

皆様にご参加頂ければと思います。１００回目は第１回目贈

呈から関税０％に尽力されたタイ国の福祉局で、スポンサ

ーはタイ国で初めて８３年前の結成されたバンコク　ロータ

リークラブに決定しました。

委員長　兼子悦三君東北震災復興委員会

 昨年度は平成24年4月に第1回訪問を終え、大槌町の震

災の様子及び大槌ロータリークラブとの提携の打合せの準

備でしたが、本年度は平成24年9月第1回の子供達の為の

図書館の充実を図る為の訪問でした。図書館復興資金と

して60万円を大槌ロータリーの後藤会長に手渡しました。

その後大槌ロータリークラブより大槌町の教育委員会の小

島課長に渡され適切に使用された旨の報告があり、太田

会長のもとに購入図書のリストが送付されたとの事でした。


