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会長挨拶

司会：石井和郎君　指揮：小島　真君

加藤君、服部君、兵藤君、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

３３/３３　　 　　　　１００%　　　　　３３/３３　　 　　　１００%

２７/３２　　 　　　８４．４０%　　　　　　　　  　　　　　３４名

委員会報告

委員長　山口雅弘君

地区会員増強・維持研修セニナー参加

会員増強委員会

７月７日（日）午前１１時３０分より

静岡市清水区草薙　静清信用金庫　草薙支店・研修セ

ンター

地区７８クラブから会長・増強委員長約１５０名参加

講演「日本のロータリーの未来がかかる会員増強維持活

動」

講師　多田宏　（東京神田RC）

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

来られたのは前年度パストガバナー補佐の稲葉良弥広報

委員長でした、静岡新聞三島支局を訪ね数々のお願いを

しました。３クラブの会長・幹事の顔写真と３クラブの主な

事業の紹介をとしましたが６枚の写真ではスペースに問題

が、事業は簡素にと注文を付けられましたが、日は確定で

きないが近い内に掲載をしていただくことでお願いをして

来ました。

 さて、これから毎週、毎回に「あいさつ」を考え、週報の原

稿を考えていかねばなりません、先日、ある会合で他のク

ラブの先輩にこの事を何となく話をしましたところ、すでに

会長経験者である２人は経験済みのため「○○の日」とか

あるね、たとえば、母の日、海の日など、でもあまり皆さん

が知らない記念日があるのでそれをテーマに話すといいね。

とか「天声人語」を参考に話しをはじめてはと言われ、朝日

新聞のコラムである「天声人語」を読んで見ました。他紙

のコラムを見たなかで「狩野川」というコラムはローカル色

がありまた地元の記事であふれています「伊豆日々新聞」

でした。日々購読してあいさつの話材にしていきたいと考

えます。

 日本銀行の黒田総裁は「穏やかに景気は回復しつつある」

と２年半ぶりに景気回復の宣言をしましたが、地方の我々

にはまだまだ実感がありません。

　昨夜（７月１１日）は加藤幹事のご尊父の通夜に多くのクラ

ブの仲間がご参列いただきロータリアンの友情を深く感じ

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）

会員誕生日

入会記念日

幹事　加藤正幸君

山本良一君：新年度スタートです。新米の山本と加藤幹

事ですので間違いが多々あると思います。よろしくお願い

いたします。

米山晴敏君：山本会長、加藤幹事、一年間よろしくお願

いします。頑張って下さい。

兼子悦三君：今日から山本年度、また、今年は創立25周

年の年でもあり、忙しいと思いますが、頑張って下さい。

片野誠一君：新年度も宜しくお願いいたします。

中村　徹君：山本、加藤年度が始まりました。創立25周年

記念式典に向け、1年間よろしくお願いします。頑張って

下さい。

太田政人君：山本新会長、いよいよスタートしましたね。1

年もたてば今の私の心境になれます。ガンバッテ下さい。

矢岸貞夫君：いよいよ今日から新年度が始まります。山本

会長、加藤幹事、頑張って下さい。会員全員で応援します。

宮澤正昭君：山本会長、加藤幹事、一年間よろしくお願

いします。

石井邦夫君：山本会長、加藤幹事、本日より一年間頑張

って下さい。期待しております。

杉山　隆君：新年度スタートです。1年間よろしくお願いい

たします。

石井和郎君：山本会長、加藤幹事、一年間よろしくお願

い致します。

久保栄子君：山本会長、加藤幹事、皆様、本年度もよろ

しくお願い致します。

服部光弥君：新年度、初心にもどり気持ちを改めがんばり

ます。山本年度こそは赤タスキと念じていましたが・・。や

っぱり青タスキでした。岡さん、小島君、赤がとってもおに

スマイルボックス

１．プログラム変更

　　７月第４週と８月第１週の入れ替

　　７月２６日　クラブフォーラム　会員増強　中山和雄

　　８月２日　　卓話　大房正治

２．訂正

　　大房正治君メールアドレス訂正

　　spn36n3q@flute.ocn.ne.jp

　　　　　　　　↓

　　spn36n39@flute.ocn.ne.jp

 第２回目の挨拶となります、暑い

毎日が続いていますが熱中症に

ならないよう、気をつけて仕事に

遊びに励んでください。

 新年度の開始に伴いまして各ク

ラブの会長・幹事の紹介を新聞

に掲載をと三島クラブの渡辺会

長に相談をしました。担当ですと
７月２日　　渡邊照芳君入会記念日

会員誕生日



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

クラブ研修リーダー　中村徹君

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

RI超我の奉仕賞 

推薦者：地区ガバナー、直前地区ガバナー、RI理事、元

RI理事 

締切日：9月1日 

ロータリーアン個人を称えるロータリー最高の賞である本賞

は、ロータリーを通じて積極的なボランティア活動を実践し、

他の人々を助け、模範的な人道的奉仕を実践した人々に

贈られるものです。毎年、最高150名の受賞者が選ばれます。

現地区ガバナー、理事、元理事が毎年、9月1日までに3名

までのロータリアンを推薦することができます。  

・推薦書式のダウンロード （PDF）と 年度別超我の奉仕賞

受賞者（PDF/EN）のリストはこちらから。 地区別のリスト（PDF/EN）  

はこちらから。 

・RI担当職員へのお問い合わせ   

RI職業奉仕リーダーシップ賞 

推薦者：地区ガバナー 

締切日：11月1日 

「RI職業奉仕リーダーシップ賞」は、職業奉仕の推進に大

きく貢献したロータリアンを表彰することを目的としています。

地区ガバナーは、毎年、地区から1名の候補者を推薦でき

ます。 

・ 推薦書式のダウンロード 

・ 受賞者のリスト 

・ RI担当職員へのお問い合わせ  

平成２５年�７月５日�金曜日�  19時30分�より

ブケ東海三島     

           

出席者�  杉山　隆　米山晴敏　小林　勝　山本良一　

　　　　　　加藤正幸　山田定男　矢岸貞夫　土屋　巧

　　　　　　太田政人　山口雅弘　石井和郎　宮澤正昭

欠席者� 山本　章�        

オブザーバー� なし�        

司会者� 加藤正幸   �  

           

①①２５周年について�    

　　第４週の大房君の卓話でクラブフォーラムを実施する。

�    

　　研修リーダーに澤田君を推薦するか今後検討�    

②欠席者メイクアップの件�    

　　欠席者にメイクアップ情報を出す。�    

③会員増強の件�    

　　第３例会に会員増強のためゲストに例会、出席を要

請する。�    

④奉仕委員会の件�    

　　３年後の自分への手紙の封筒への入れ込み作業を

例会中に行なう。�    

⑤親睦委員会�    

　　家族会の内容について検討する。�    

⑥ＳＡＡ委員会�    

　　例会中の禁煙について今後ＳＡＡで検討する。�    

     

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

クラブ協議会

委員長　米山晴敏君

東日本大震災復興支援委員会

　渡邊会長年度から実施され、兼子委員長の元、２年間

大槌ロータリークラブとの提携の中で小中学校の図書贈

呈を行って来ました。３年事業の３年目ですので、両パス

ト会長の指示の元にしっかりやっていきたいと思います。

又、岩手、宮城2520地区が昨年山田町に鎮魂の鐘を設

置する事業を行いその鐘の廻りに米山奨学生が河津桜

を2本植えました。今年は大槌町に鎮魂の鐘を設置しま

す。三島桜をせせらぎ三島ＲＣの名前で植えてくれるそ

うです。又、山本会長から25周年記念で大槌町から人を

呼んでお話を聞きたいとの事で調整したいと思います。

委員長　山本良一君クラブ奉仕委員会

　ＳＡＡはじめ７つの委員会の優秀な委員長、委員が今年

度の当クラブ運営に活躍していただき、太田会長の目標

であります「青少年育成事業」をさらに追求し、充実した活

動のい年になるよう、また、ＲＩ会長テーマ「奉仕を通じて

平和を」、地区方針「クラブは自ら活性し、お互いのつなが

りを実感しながらロータリーを進展させよう」をよく理解し、

委員会活動を進めて行きます。

委員長　久保栄子君ＳＡＡ委員会

　例会が円滑に進行できますよう緊張感をもって役目を果

たしていきたいと思います。皆様のご協力をよろしくお願い

いたします。

委員長　片野誠一君出席委員会

１，出席はロータリーの基本であります。会員の皆様がロー

タリー活動に参加し楽しいロータリーを過ごして頂くために

出席委員会として支援していきたいと思います。　　

２，本年度の会長事業方針に沿った、会員のロータリー活

動の参加状況を把握し、例会において報告する。　　　　　

３，特に新会員の皆様に活動に参加しロータリーを理解し

ていただくために支援していきたいと思います。

　広報委員会の役割は、クラブの活動や奉仕活動を一

般の方々に知っていただくことです。その手段として、新

聞やテレビといったマス媒体を利用したいと思います。結

果として会員増強につながればよいと思います。

　週報、ＨＰについては予算内で充実を図っていきたいと

思います。

委員長　米山晴敏君広報委員会

山本良一君：7月7日（日）たなばたの日でありましたが、

2620地区の会員増強・維持委員会に久保会員増強副委

員長と参加して来ました。有意義な七夕の一日でした。

杉山順一君：本日は出られる予定ではなかったので先月

にメーキャップをしました。本日は先ほど加藤幹事にお会

いして、例会に出なさいという事で、こんな恰好ですが出

席させてもらいました。次回はちゃんとスーツにします。どう

もスイマセン。

渡邊照芳君：山本会長・加藤幹事、1年間長いようで短い

ですので体に気を付けて頑張って下さい。応援します。

山口辰哉君:山本会長、加藤幹事、一年間頑張ってくださ

い。先週は皆さんがこの内容でスマイルすると思いました

ので、一週ずらしました。

小林　勝君：本日、この暑い中ＰＭ２：００より米山さんの会

社、共同開発と土屋君の会社、サクラ会計と私共プライ

ムホーム３社でソフトボール大会を行います。熱中症にな

らないよう頑張ります。

山本　章君：山本会長、加藤幹事、一年間大変ご苦労様。

宜しくお願いいたします。

スマイルボックス


