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会長挨拶

司会：石井和郎君　指揮：小島　真君

大房君、加藤君、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

３２/３４　　 　　　９４．１２%　　　　３３/３４　　 　　９７．０６%

３１/３４　　 　　　９１．１８%　　　　　　　　  　　　　　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
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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

　訪問当日は志田ガバナー、浅原地区幹事、伊藤ガバナ

ーアシスタントの３名がゲスト、当クラブは会長、幹事、次

期会長、幹事の４名出席での午前１１時からの会長幹事会、

１２時３０分から例会の予定です、多くの出席をお願いいた

します。

　９月８日は「夏の家族会」として網代の釣り堀にて楽しい

一日が過ごせました。参加の皆さんが思った以上に釣果

があったそうで、魚もよほどお腹がすいていたのではない

かと思います、親睦委員会のみなさんすばらしい企画をあ

りがとうございました。私と山口ロータリー財団委員長は「ロ

ータリー財団研修セミナー」のため静岡のグランシップに

ての研修となりました。研修はロータリー財団についてのさ

まざまな制度の研修でしたが、今までの知識が少ないこと

を反省するセミナーでもありました。

８日の早朝から２０２０年開催オリンピック会場が東京に決

定のニュースが流れ喜びに溢れた日となりました、２０２０

年五輪には東京のほか、マドリード（スペイン）、イスタンブ

ール（トルコ）の３都市が立候補、東京は１回目の投票でトッ

プ通過しましたが過半数には足りず、イスタンブールとの

決選投票にもつれ込んだ形となりました、マドリードは１回目

の投票でトルコと同数となり、最下位が決定の決選投票で

脱落、東京とイスタンブールによる決選投票で東京は６０

票を獲得して、３６票だったイスタンブールを破り、開催地

となりました。福島第２号原発の汚染問題が取り上げられ

一時はどうなるかと心配されたこともありましたが見事なプ

レゼンテーションの結果開催地に決定しました、これから

の７年間は日本にとりましても日本経済が良い方向に向か

っていくチャンスになればと考えます。

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

伊藤雅之君（ＡＧ・長泉ＲＣ）

望月義明君（ＡＧ事務局・長泉ＲＣ）

加藤　忠さん（鈴木君のゲスト）

会員誕生日

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．来週６日の例会は８日（日）に振替となります。

　　網代にて夏の家族会を開催します。

２．例会変更

　　三島RC　　９月１８日（水）夜間例会　松韻

３．山本章君退会の件報告�

４．９月　理事役員会　（9/13）　案件あれば幹事まで�

　本日はガバナーアシスタント訪

問のプログラムにより、長泉ロータ

リークラブ伊藤雅之ガバナーアシ

スタント及び望月義明事務局が

ゲストとして訪問されました、２週

間後にひかえた志田ガバナー訪

問の打ち合わせのためです。

９月４日　　兵藤弘昭君

９月６日　　宮澤正昭君

９月９日　　服部光弥君

会員誕生日

会員誕生日

幹事　加藤正幸君

平成２５年�９月１３日�金曜日�  １３時30分�より

ブケ東海三島     

出席者�  山本良一　小林　勝　矢岸貞夫　宮澤正昭　

　　　　　　　土屋　巧　　太田政人　杉山　隆　石井和郎

　　　　　　　山田定男　

司会者�  　山本良一   �  

           

①せせらぎ三島RC、２５周年記念式典実行委員会の組

織編成の承認。�    

②２５周年の記念事業で大槌町震災に関する講演の依

頼をしました。�    

③山田会員より富士山世界遺産登録の講演会に聴講

募集のチラシをポケットに配布に関する事承認。�    

第４回理事役員会報告



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

加藤　忠さん

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

平成２５年�９月１３日�金曜日�  １３時30分�より

ブケ東海三島     
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　　　　　　　土屋　巧　　太田政人　杉山　隆　石井和郎

　　　　　　　山田定男　

司会者�  　山本良一   �  

           

①せせらぎ三島RC、２５周年記念式典実行委員会の組

織編成の承認。�    

②２５周年の記念事業で大槌町震災に関する講演の依

頼をしました。�    

③山田会員より富士山世界遺産登録の講演会に聴講

募集のチラシをポケットに配布に関する事承認。�    

第４回理事役員会報告

生の仕組みに興味を抱き、地震計を工夫し、日本地震学

会を設立したのが、我が国の地震研究の始まりである。

地震発生の要因は

（１）火山噴火に伴うもの

（２）地下の断層の滑り込みによるもの

とに大別され、（２）の地下の断層の滑り込みによる地震は、

発生する場所によって

（１）プレート間地震

（２）内陸地震

とに分類される

※地震の大きさを表すマグニチュード（Mw）は、地震波の

振幅を測定して決定するが、どの周期の地震波を用いる

かによって、その数値が異なる。

1997年にカリフォルニア工科大の金森博雄教授によって、

地震の要因である断層運動のモーメント（運動量）を定義

して、地震のマグニチュードをより正確に表す事が可能と

なった。

２．�過去の巨大地震

地震の研究を行う上で、最も基本となる地震計による観測

データの蓄積は100年余りの期間である。

それ以前に発生した大地震の震源位置やマグニチュード

の大きさは、古文書などに記載されている被害の程度や

空間分布などの情報に基づいて決定されているためにそ

の信頼性は、あまり高いとは言えない。

地震観測データが得られている過去100年余りの地震履

歴データに基づく限り、2011年3月11日の東北太平洋沖地

震（Mw 9.0）までは、日本列島では、マグニチュード9.0以

上の地震は発生していない。

この期間中に世界で発生したマグニチュード9.0以上の巨

大地震は以下の5つである。

1952年　カムチャッカ地震�（Mw 9.0）

1957年　アンドレアノフ地震�（Mw 9.1）

1960年　チリ沖地震� （Mw 9.5）

1964年　アラスカ地震� （Mw 9.2）

2004年　スマトラ地震� （Mw 9.0）

いずれも沈み込む海洋プレートと陸側プレートの接触して

いる境界で発生しているプレート間地震であり、津波による

大きな被害が生じている。

※1923年　関東大震災� （Mw 7.4）

　1995年　阪神淡路大震災�（Mw 7.3）

３．�これまでの地震防災対策

地震国である我が国は、これまでに多くの地震を経験し都

市・建築の耐震化を進め、地震に強い都市作りを行ってき

た。

建物の耐震基準の変遷をたどると1923年の関東大震災を

契機に、地震荷重の考え方が導入され、1948年の福井地

震を経験して、1950年に建築基準法の耐震既定の制定に

至った。

1968年十勝沖地震・1978年宮城沖地震を踏まえ、1981年に

新耐震設計法の制定となった。

さらに1995年阪神淡路地震で、新耐震設計基準で設計さ

れた建物の被害は少なく、旧基準で設計された建物の被害

が甚大で、既存建築物の耐震改修促進法の制定に至って

いる。

地震による建築物の構造被害は、飛躍的に減少させる事が

実現されつつあるが、「地震から人命を守る」という観点から

言えば、総合的地震対策に数多くの課題が残されている。

阪神淡路地震以降、日本列島全域に渡り、国の基盤観測

網（地震観測網とGPS観測網）が整備され、観測データが

広く公開される様になり、地震学の研究は飛躍的に進歩し

てきている。

しかしながら2011年3月11日の東北太平洋沖地震では、設

置された海底地震計と改訂地殻変動観測点の数が限られ

て居り、しかも観測システムがオンライン・リアルタイムで無

かったことが悔やまれてならない。

現在、日本列島には、1997年以降に整備された国の基盤

観測網として、気象庁・防災科学技術研究所・国立大学法

人の地震観測点は1200ヶ所以上、国土地理院のGPS観測

点は1300ヶ所以上が整備されて居り、世界に類を見ない高

精度・高感度の観測網が展開されている。

スマイルボックス

山本良一君：夏の家族会は重要なロータリー財団セミナー

のため参加できず親睦委員の皆さんには大変有難うござ

いました。

矢岸貞夫君：先日の家族会ご苦労様でした。釣り上げた魚

で夕食はアジの塩焼、シマアジの刺身でおいしくいただき

ました。

澤田　稔君：ロータリー欠席ばかりで誠に申し訳ございませ

ん。ロータリーの理念であります職業を通じての社会奉仕

に邁進し全国を駆け回っています。

中村　徹君：８日は楽しい魚釣りでした。親睦委員会の皆さ

んにお世話をしていただき、本当にありがとうございました。

お疲れ様でした。明日は米山梅吉記念館秋季例祭です。

ＪＲＩＣのホームページに初めて開催案内を載せていただ

きました。遠くの方も参加します。例祭に出席して、たくさん

のロータリアンと知り合いになりませんか。そして、ロータリー

を楽しみませんか。

片野誠一君：家族会に出席できなくて申し訳ありませんで

した。

石井和郎君：杉山委員長はじめ親睦のみなさんご苦労様

でした。お陰様で楽しいひとときを過ごす事が出来ました。

有難うございました。

石井邦夫君：親睦委員の方ご苦労様でした。一匹も釣れ

ませんでした。残念です。又、明日午後２時より米山梅吉

記念館秋季例祭です。是非ご参加下さい。

望月保延君：政則ちゃん、ごめんなさい。ＰＭ１：５６発ひか

りで東京へ向かいます。卓話聞けません。

杉山　隆君：先日は家族例会お疲れ様でした。委員長就

任後初のイベントでしたが、メンバーに助けられなんとか無

事終了いたしました。又、皆様のご感想などを聞かせてい

ただき次回につなげていきたいと思います。よろしくお願い

いたします。委員会メンバー皆様本当にお疲れ様でした。

石井司人君：早退します。

１．�地震発生のメカニズム

我が国で地震の研究が始

まってから、130年余しか経

っていない。1,880年に発生

した横浜地震（マグニチュ

ード5.5）に遭遇した英国人

教師ジョン・ミルンが地震発


