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会長挨拶

司会：石井和郎君　指揮：岡　良森君

久保君、小島君、杉山（隆）君、土屋君、服部君、山本（章）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

２５/３２　　 　　　７８．１３%　　　　３１/３２　　 　　９６．８８%

２８/３４　　 　　　８２．３５%　　　　　　　　  　　　　　３５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

　先週は例会が休みでした、三島夏まつりの８月１５日より

１７日まで三島市内は夏まつり一色となり、夏まつり実行委

員会の一員として晴天に恵まれ事故が無かったことが何よ

りでした。福知山での屋台事故があり、消防が露天の点検

をしたこともあり、ある緊張感があり事故もありませんでした。

今回はじめて農兵節のパレードに幼稚園のこどもが参加し

ました、熱中症の心配がありましたが無事に踊り終えること

ができました。３日間の人出は晴天に恵まれすぎ日中の人

出は例年より少なめでしたが、隔年より多いい５２万人の人

出が発表されました。

 第２分区の会長幹事会が８月１２日に開催され、主なテー

マはガバナー訪問の対応についてです。ガバナー訪問の

目的はロータリアンの意欲を高めて奉仕活動への参加を

促すとともに、地区で顕著な貢献を果たしたロータリアンに

対してガバナー自らが感謝の意を述べたり、表彰したりす

ることです。

 第２分区として最初に７月３１日長泉ＲＣへのガバナー訪

問があり、その時の様子の話しがあり志田ガバナーと浅原

地区幹事が長泉ＲＣを訪問、物事をはっきり話す志田ガ

バナーと細部まで聞く浅原幹事であったそうです、なかで

もクラブの会長方針や未来の夢計画への話題が主であり

細かく質問をされるようです。

 せせらぎ三島ロータリークラブにおきましては９月１３日に

静岡第２分区伊藤ガバナーアシスタントの訪問があり、ガ

バナー訪問当日の注意確認事項を受け、９月２７日第４例

会のガバナー訪問に備えます、２７日の例会時には途中

退席を控えていただき有意義な例会にしたいと思います。

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

加藤　洋君（御殿場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．本日臨時理事・役員会（山本章君退会の件）

２．仲原君親睦委員担当

　本日は中山君のスポンサーにて

入会が決定しました仲原実圭君

の入会式です。仲原君の職業分

類は不動産建売企画となり不動

産関係の仲間が増えました、当ク

ラブに多くの仲間を作りロータリー

活動を楽しんでください。 ８月11日　　太田政人君

８月９日　　　中山和雄君

会員誕生日

会員誕生日

幹事　加藤正幸君



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

遠藤修弘君

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

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

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

幹事　石井司人君幹事挨拶

　社会奉仕団体に加入して32年が経ちます。今年度、幹

事の大役を務めさせていただきます。

　なにせ、事業系の仕事が多く、総務系の仕事の経験が

なく、太田会長にはご迷惑をかけることもあろうかと思いま

すが、一年間無事に走り抜けられれば良いかなと考えてお

ります。

　「ロータリーの楽しさは例会の楽しさ」と、ガバナーが力強

く申されておりました。私としても楽しい例会になるように「

会長」とともに演出させていただきたいと、メンバー皆様の

協力のもと、よろしくお願い申し上げます。

卓話

石井司人君

　野菜の種類が日本の四季を通じて旬菜を楽しめるのも

日本の魅力の一つです。

　今は夏野菜の最盛期ですが、今年は猛暑で露地の野

菜たちにとっては大変難しいシーズンです。

　夏の代表的な野菜「トマト」ですが夏に「トマト」が不足し

て高値をつけているのは皆様の周知のところだと思いま

すが、なぜかというと現在の「トマト」栽培はハウス物が中

心ですので夏は「トマト」は、専業農家は作らない、当然露

地物に頼るわけですが露地栽培の農家も少なくなり、逆

に「トマト」が市場に出回らないのが原因です。

　野菜の種類も増えましたが、旬をあまり感じない様なお

野菜の出回り方が心配です。

四季折々にある特色が日本人の身体のバランスを整え

るのですが、旬を忘れて口にしている方が多くなっている

のはいかがなものか。

　夏も終わりに近づいています。これから秋野菜、冬野菜

の準備を各農家はしている時期です。

日本の野菜の自給率は９０％ぐらいですが後継者不足と

専業農家の高齢化等、農業を取り巻く環境はあまりいいと

は言えません。

　皆様の食卓に旬菜を取り入れるにはこのような問題を解

決していかなければ大変なことになりかねないのです。

家庭菜園や、やや規模の大きい菜園などでご自身で作ら

れた旬菜を味わうようにチャレンジしてみるのはいかがで

しょうか？

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

勝又　洋君（御殿場ＲＣ）：涼しい御殿場から伺いました。

分区でもいつもお世話になっています。

兵藤弘昭君：明日の富士山清掃は雨が心配です。

山口辰哉君：ゴメンナサイ、早退します。

渡邊照芳君：早退します。申し訳ありません。熱中症に注

意してください。

山田定男君：すいません。早退させていただきます。申し

訳ございません。

スマイルボックス

旬菜　パート１

平成２５年�８月２３日�金曜日�  １３時30分�より

ブケ東海三島     

           

出席者�  山本良一　加藤正幸　米山晴敏　小林　勝　

　　　　　　　矢岸貞夫　宮澤正昭　太田政人　石井和郎

　　　　　　　山口雅弘　

司会者�  　山本良一   �  

           

①退会届について�    

　　山本章会員より、８月２１日付で一身上の都合により退  

　　会したいと退会届が郵送されてきました。�    

　　審議した結果、承認されました。�    

�    

第３回理事役員会報告

入会おめでとう

仲原実圭君

生年月日：1965年4月7日

職業分類：不動産建売企画

事業所：有限会社フィールズコーポレーション

役職：代表取締役


