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会長挨拶

司会：石井和郎君　指揮：小島　真君

大房君、岡君、山口（雅）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

２７/３３　　 　　　８１．８２%　　　　　３０/３３　　 　　９０．９１%

２９/３２　　 　　　９０．６３%　　　　　　　　  　　　　　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

更になりました。訪問回数は本年度から増えるそうであり、

会長事前研修では今年度スタートします「未来の夢計画」

が各クラブにおいて予定どおり進んでいるかのチェックの

ため訪問回数が増えると聞いています。

　富士山の世界文化遺産登録は静岡県と山梨県だけで

はない、という話題です。神奈川県箱根町は７月の町広報

紙の表紙に芦ノ湖と富士山の写真を掲載しました、これは

静岡、山梨、神奈川の富士山を取り巻く市町村が共同企

画で広報誌の表紙を「わがまちから見える富士山」で企画

したものです、神奈川県からは芦ノ湖町とともに７市町が参

加、それに比べ伊豆からは三島市だけだったそうです。芦

ノ湖の山口町長は「富士山の世界文化遺産登録は、観光

の起爆剤となることを願っている。」と当然であるかのように

発言しています。

　おいしいところを神奈川県に持っていかれないよう、伊豆

の市町も喜んでばかりいないでそろそろ気を引き締めなけ

れば。と記事は結んでいます。

　今回の富士山文化遺産登録の構成資産が三島市と長

泉町には見当たりません、清水の三保の松原は距離があり、

またテトラポットがあり適さないといわれましたが、最終的に

は構成資産となりました。三島市と長泉町にはまだたくさん

の構成資産になるであろう、文化や自然はあります、いか

にこれを世界にアピールしていくかはこれからです。

2620地区では、８月２４日に地区社会奉仕委員会が「第４

回富士山の絆の日」として富士山の清掃活動や講演会を

開催し世界文化遺産登録の喜びを皆で分かち合い、次

の世代に引き継いでいくために開催します。

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

伊藤雅之アシスタントガバナー（長泉ＲＣ）

望月義明君（ＡＧ事務局・長泉ＲＣ）

仲原実生さん（中山君のゲスト）

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．沼津ロ-タリ-クラブ例会臨時変更のお知らせ� 

　　 8/16（金）　休会（メイクアップなし）�

 　　8/26（金）　家族納涼会�

２．河口湖ロ-タリ-クラブ納涼家族会の案内� 

　　 8/5（月）　ＰＭ6：30 

　  場所：ふなつや売店

　本日は伊藤雅之アシスタントガ

バナーと望月義明事務局のお二

方にご訪問いただきました。静岡

第２分区には７クラブあり、当クラ

ブの訪問は４番目だそうです、昨

年度まではガバナー補佐の名称

で呼ばれていましたが、今年度

からはアシスタントガバナーと変

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

アシスタントガバナー挨拶

親睦委員会

クラブ協議会

静岡第2分区アシスタント・ガバナー

伊藤雅之君

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

新年度を迎えるにあたって

　いよいよ「未来の夢計画」がスタートしました。4月には3年

に一度の規定審議会も開かれ、いくつかの提案が採用さ

れた中で、皆様方のクラブ定款、細則の変更を御願いす

ることになります。また、長年親しまれてきた、「ロータリーの

綱領」も「ロータリーの目的」と、変更になりました。

　今年度は、ロータリーにとって大きな変革（Change）の年

になります。

　変わっていくもの、変えてはいけないもの、変わってない

様だが実はかわっているもの

　･････　＜不易流行＞･････

　を、見極めながら、各クラブで対応していただけるものと、

思っています。

　最近、｛Think Global, Act Local｝という言葉をよく聴きま

す。世界的視野にたって、その地域の特徴を生かして、活

動していくということだそうです。

　ロータリーも大きく変化しつつあります。世界にはいろいろ

な考え方があります。

そのようなことを理解したうえで、皆様方のクラブで独自性

を発揮して活動されること、そのことが、ロータリーの多様性

につながると思います。

　 ご存知のように今年度のロン・バートンRI会長のテーマは

｛Engage Rotary, Change Lives｝「ロータリーを実践して、み

んなに豊かな人生を」です。これはまた、志田ガバナーの

地区方針でもあります。

　後半の部分に『みんなに豊かな人生を』とありますが、み

んなとはロータリアンを指すのでしょうか？それとも･･･誰を

指すのでしょうか？

　　JICA(国際協力機構)のパンフレットを見ますと、世界に

暮らす人々のうち、

・一日2ドル以下の貧しい生活を送っている人 ――２６億人

                                                       （全体の４０％）

・安全な飲料水が得られない人 　　　　　　　―――１１億人

・５歳まで生きられない人　　　　　　　　　　　  ―――５億人

・充分な栄養を取れない人　　　　　　　　　   ―――１１億人

・電気が使えない人　　　　　　　　　　　      　―――１６億人

・�読み書きが出来ない人　　　　　　　　　   　―――１２億人

　世の中で豊かでない人は沢山います。

　易経に「恒産なければ、恒意なし」という言葉があります。

ある程度の財産、収入がなければ他の人に優しい気持ち

などもてないということだそうです。

　『みんなに豊かな人生を』という言葉をもう一度考えてみ

たいと思います。

　ロータリー活動を積極的に行う（Engage Rotary）,自分の

仕事に誇りを持ってEngageする、世の中を良くしようと

Engageする･････＞本来のロータリー精神の奉仕に結びつ

くことになると思うのですが、いかがでしょう？

委員長　宮澤正昭君プログラム委員会

　25周年の記念事業を6月に行うにあたり、山本会長の

意向で年に4回程度ゲストをお呼びして卓話をして頂く

ようお願いしたいと思います。

　クラブフォーラムでは各委員会にふさわしい卓話をお

願いします。

クラブ協議会

委員長　土屋　巧君社会奉仕委員会

　社会奉仕委員会では既に６月中から「３年後の自分へ

の手紙」の作業がスタートしております。今まで通りに青

少年健全育成の一環としての活動です。さらに今年は

富士山の世界遺産登録の年でもあり、富士山を囲む

2620地区として、富士山の美化にも力を入れて行きたい

と考えております。ミセスアモーレのハンドベル慈善訪問

なども積極的に行う予定です。特に目新しいものはありま

せんが、着実に社会奉仕活動を勧めて行きたいと考え

ております。会員の皆様の御協力もお願い申し上げます。

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

加藤正幸君：先週父親の葬儀ではいろいろお世話になり

ました。92歳の人生をまっとうしてくれました。最後まで子

孝行の親でした。

山本良一君：本日は伊藤アシスタントガバナー望月事務

局のお二人にはご多忙の中を訪問いただき有難うござい

ます。

中村　徹君：本日はアシスタントガバナー伊藤雅之様、

望月事務局様、私達のクラブ訪問ありがとうございます。

私も卓話を少しの時間いただきさせていただきます。よろ

しくお願いいたします。

山口辰哉君:今日次女が入籍した、ということは嫁にいっ

たということです。まだ相手の親にも会っていません。明後

日、初顔合わせです。

久保栄子君：一昨日の法人会ワインセミナーに山本会長・

山口辰哉さん、ご参加下さいましてありがとうございました。

スマイルボックス

委員長　山本　章君広報委員会

　ホームページの閲覧の件ですが、個人情報の問題か

らＩＤまたはパスワードを使用できないか、皆様のご意見

をお聞きしてまた費用など考え検討したいと思います。

現在進行中の事業、東日本大震災復興事業、タイへの

自転車贈呈事業、3年後の自分への手紙事業などもっ

と一般の皆様に告知していきたいと思います。

山本　章君会計

　例年のようにそつなく無事に1年を過ごせるよう努力し

てまいります。宜しくお願い申し上げます。

プログラム委員会

　7月第4週例会と8月第1週例会の入れ替えのお知らせ

と、9月8日夏の家族会の行事を行う（網代つり堀とバー

ベキュー）変更のお願い

委員会報告

広報委員会

　クラブ協議会の各委員長さんの報告でまだ事務局へ

送られていない方はメールまたはＦＡＸで送って下さい。

委員長　山本　章君

委員長　宮澤正昭君



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

 

中村　徹君クラブ研修リーダー

1、2006年11月のRI理事会で、クラブはクラブ研修リー

ダーを任命するよう推奨されました。当クラブでは西原

年度より導入され、すでに4年目になります。

その役割の一つは、折角入会して貰った会員がロータリ

ーの良さをよくわかってもらえず、短期間で退会していか

れる方が多いため、クラブ研修リーダーが中心となって、

会員に研修を行っていこうという趣旨であります。

2、今迄、クラブ研修リーダーはクラブ細則の中に明文

化されてはいませんでした。

今年度、クラブ内規の中に、クラブ研修リーダーを「会

員研修及びクラブ細則検討委員会」の委員長を兼務す

るという事で、明文化したいと思います。

3、2013年４月21～26日、イリノイ州シカゴで3年に一度

の規定審議会がおこなわれました。来年早々には規定

審議会に基づいたクラブ定款・細則の改訂版が発表さ

れるかと思います。

今年度、山本良一会長は会長テーマを「初心に戻り、

自分とクラブを見つめ直そう」としました。会員の皆さん

にはテーブル会の議題に「細則、内規の見直し」を取り

上げていただき、クラブ細則検討委員会に計って、当ク

ラブの細則、内規の大幅な改訂に着手したいと思います。

4、ロータリーの友　2013年1月号18～21ページにありま

すように、従来の計画書、会員名簿に載せていた「ロー

タリーの綱領」が今年度より「ロータリーの目的」と日本語

訳が改訂されました。なぜこの時期、日本語訳を改訂し

なくてはならなかったか、機会を得て会員に周知したい

と思います。

5、10月12日には地区職業奉仕セミナー（クラブ研修リ

ーダーセミナー）が開催されます。山田定男職業奉仕委

員長と出席する予定です。

6、クラブ創立25周年事業（大房正治実行委員長）につ

いてですが、記念式典に職業奉仕を今年度地区のテ

ーマに上げている志田洪顯ガバナーより澤田パスト会長

にRI職業奉仕リーダー賞授賞式を行って頂くことを提案

します。会員の皆さんのご協力をお願いいたします。

加藤正幸君：先週父親の葬儀ではいろいろお世話になり

ました。92歳の人生をまっとうしてくれました。最後まで子

孝行の親でした。

山本良一君：本日は伊藤アシスタントガバナー望月事務

局のお二人にはご多忙の中を訪問いただき有難うござい

ます。

中村　徹君：本日はアシスタントガバナー伊藤雅之様、

望月事務局様、私達のクラブ訪問ありがとうございます。

私も卓話を少しの時間いただきさせていただきます。よろ

しくお願いいたします。

山口辰哉君:今日次女が入籍した、ということは嫁にいっ

たということです。まだ相手の親にも会っていません。明後

日、初顔合わせです。

久保栄子君：一昨日の法人会ワインセミナーに山本会長・

山口辰哉さん、ご参加下さいましてありがとうございました。

スマイルボックス

出席表彰（2012～13年度）

ホームクラブ100％

石井邦夫君（６年）・石井司人君（１年）・太田政人君（１年）

出席率100％

兼子悦三君・中村　徹君・矢岸貞夫君・山口辰哉君・

山口雅弘君・山本良一君・米山晴敏君


