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会長挨拶

司会：小島　真君　指揮：岡　良森君

太田君、杉山（隆）君、仲原君、服部君、兵藤君

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

２８/３２　　 　　　８７．５０%　　　　３１/３２　　 　　９６．８８%

２７/３２　　 　　　８４．３８%　　　　　　　　  　　　　　３４名

委員会報告

ＲＩ会長のメッセージ

平成２５年１２月６日�金曜日� １９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　石井和郎

　　　　　　　山田定男　杉山　隆　加藤正幸

司会者�  　加藤正幸   �  

①クラブ奉仕委員会�    

今年度にて活動を停止するハンドベル、今後どのような

活動をしたら良いか。会員全員に、どのようにしたら良い

かアンケートを実施する。�    

第７回理事役員会報告

ロータリーソング  「我等の生業」

司会：石井和郎君　指揮：小島　真君

今日の料理

せせらぎ三島ロータリークラブ 検 索

鎖により山梨地区会員が出席できずの開会となりました。

大会の様子は卓話におきまして９名の参加者から発表い

たします。

　東駿河湾環状道路が２月１１日１５時３０分開通に開通しま

した、三島塚原ＩＣ～函南塚本ＩＣ間およそ６．８キロの高規

格幹線道路です、工事計画は昭和４８年度調査開始に始

まり、昭和６２年１０月２日　都市計画決定、平成２年度　事

業化となり、工事の経緯は、平成１６年４月　本格工事着手、

平成１８年２月　高架橋下部工着手、平成２０年２月　高架

橋上部工着手、平成２４年６月　高架橋下部工完了、平成

２５年１２月　高架橋上部工完了、平成２６年２月１１日　三島

塚原ＩＣ～函南塚本ＩＣ開通となりました。大場ＩＣ～函南塚

本ＩＣ間は函南町中心部の住宅地を高架橋で通過のため、

車両の走行による騒音を低減させるため、ノージョイント化

し最新の土木技術を活用した日本一長い連続高架橋とし

て函南高架橋　１，２４６メートル、八ツ溝高架橋　９８７メート

ルが完成しました。また今回開通区間のほぼ全線にわたり

世界遺産富士山のすばらしい眺望をたのしめる道路でも

あります、橋梁の主桁や標識柱など、道路自体の色彩等

も景観に配慮しています。伊豆縦貫道の開通により、渋滞

の緩和、観光面の活性化、物流の効率化、救急医療の迅

速化、防災機能の強化など多くの効果が期待されます。

引き続き伊豆縦貫自動車道として、下田までの総延長６０

キロの道路整備の計画があり修善寺から湯ヶ島までを天

城北道路、河津下田間を河津下田道路としての整備計

画があります。

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

千葉慎二君（三島西ＲＣ）

渡邉妙子君（三島ＲＣ）

幹事　加藤正幸君

①本日２５周年式典打合せ例会後開催

②ロータリ-手帳注文予約の件

２月19日　中村　徹君

１月２日 　鈴木政則君

会員誕生日

入会記念日

幹事　加藤正幸君

スマイルボックス

兼子悦三君：1月17日（金）に1月20日の誕生祝をいただき

ありがとうございました。遅れましたがスマイルいたします。

中村　徹君：手続要覧、クラブ細則が出来上がったようです。

細則委員会と相談して行こうと思います。兼子さん、石井

邦夫さん、よろしくお願い致します。

石井邦夫君：前前前回の出席率100％、皆様の協力に感

謝してスマイルします。

仲原実圭君：すみません！早退させていただきます。

　　　　　　　　　　　　　　クラブ研修リーダー　中村　徹君

1、先週、規定審議会に基づく標準ロータリークラブ定款

が改定され、各クラブには近日中に配布される予定です。

2、�www.rotary.org/ja/document/5736

3、引き続き、来年1月にも手続要覧が改正される予定で

す。ロータリーも改革の途上にあることを実感します。

4、皆さん既に読まれたかと思いますが、ガバナー月信

の10月号、巻頭言に志田ガバナーによる、クラブ研修リ

ーダーに望まれる、役割について記載がありました。クラ

ブの自立、自己改革は待ったなしです。

5、改正された定款には細かい事ですが、会員の皆さん

にお伝えする事項があります。

6、それに従って、クラブ細則、内部規定の改定作業に

着手したいと思います。細則検討委員長の兼子パスト会

長と各項目について検討しますので、会長幹事はじめ皆

様のご協力よろしくお願い致します。

委員会報告

今日の料理

　2月8日（土）・9日（日）２日間、

静岡におきまして２６２０地区

の「地区大会」がホテルセン

チュリー静岡を会場に開催さ

れました。第１日目８日には私

と加藤幹事と中村研修リーダ

ーの３名出席、２日目は９名の

出席でした。８日は山梨地区

が大雪となり電車、道路の閉



ロータリー世界各地から

ＲＯＴＡＲＹ　ＷＯＲＬＤ

地区大会報告

会長　山本良一君

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

　地区大会は２日間行なわれましたが、１日目は私と加藤

幹事、中村研修リーダーの３人の出席でした。午後１時の

開会点鐘に始まり予定されたプログラムの進行で会議は

進行いたしました。地区大会の登録者数は７８クラブ１，３１

６人および地区内家族数１４、地区外会員１６、地区外ご

家族４、フォーラム参加者５０、事務局員４１の合計参加者

数１，４４３人です。ロータリークラブ会員数では、日本の３

４地区には１０年前２００３年２，３３２クラブ１０６，９３９人の会

員が在籍しましたが２０１３年には２，２８１クラブ８６，７３０人

となり、４４クラブ２０，２０９人の減少となりました。２６２０地

区を見ますと２００３年８４クラブ３，８２２人、２０１３年７８クラ

ブ２，９７９人となり６クラブ８４３人の減少となりましたが、２０

１３年１２月には３，０４８人となり６９人の増加、増加率では２．

３パーセントの会員拡大となりました。

９月27日　　米山晴敏君

１０月１日　　土屋　巧君

９月28日　　兵藤弘昭君

会員誕生日

入会記念日

今日の料理

職業奉仕活動について

インドで最後のポリオ症例が報告されたのは2011年1

月13日。そしてこの度、ポリオ無発生期間が3年間を経

過し、ポリオ撲滅の認定条件が満たされた同国内では、

30年近くに及ぶポリオとの闘いの歴史的勝利を祝い、

全国の主要建造物に「インドからポリオがなくなった（India 

is polio free）」の文字が大々的に美しく映し出されまし

た。インドで3年間ポリオが発生しなかったことにより、東

南アジア地域全体が世界保健機関（WHO）によって「ポ

リオのない地域（polio-free）」として認定されることにな

ります。

今後の課題は、この成功を隣国パキスタンでも実現す

ること。パキスタンは、アフガニスタンとナイジェリアと

ともに、野生ポリオウィルスが未だ常在する3カ国の一

つです。インドのロータリアンは、自国で成功したポリオ

撲滅キャンペーンでの経験や教訓をパキスタンのロー

タリアンに指導するなどして、隣国でのポリオ撲滅に協

力しています。パキスタンでは、イスラム教徒の親が子

供への予防接種を拒絶するという問題も起きており、イ

ンドのイスラム教コミュニティの有力リーダーから支援

を得る上でロータリーが大きな成果を上げたことを知っ

たパキスタンのロータリアンも、ポリオ予防接種に関す

る誤った噂や情報を正すために懸命に活動しています。

ＲＯＴＡＲＹ　ＮＥＷＳ

矢岸貞夫君

　地区大会の内容については、会長及びパスト会長の中

村さんが報告した通りです。私が気づいた事は、次年度

岡本ガバナーのあいさつの中で、

　　　１、出席

　　　２、ロータリーの楽しみ

　　　３、ロータリーアンはＮＯと言わない

の３点でした。

　地区大会参加された皆様お疲れ様でした。

山口雅弘君

　地区大会で田中前RI会長の講話を直に聞けて良かっ

たです。

　またポールハリスの「私たちのこの世界は常に千変万化

している。　私たちは常にこの変化に備え、ロータリーのス

トーリーを書き換えなければならない。」と言う名言を聞い

た。ダーウインの進化論でも「この世で生き残れるのは、

強いものでも、賢いものでもなく、変化に対応し得るもの。」

とある様に、これからの激動の時代を柔軟に変化しなけ

ればロータリー自体も生き残れないと思いました。また、

合わせて、若い会員を増やし、柔軟性を高めていく必要

も大いにあると思いました。

幹事　加藤正幸君

 ２/８（土）　３名出席�      

 ２/９（日）　９名出席�      

＜１日目＞�       

 今年、志田ガバナ-年度は各事業の説明報告を中心に

地区大会を開催した。米山奨学事業・青少年交換事業・

国際奉仕事業の当事者が話をした。�      

 あと台湾台中中央Ｒ.Ｃ劉昭恵さんRI会長代理が「深く

実践すればするほど自分の人生がより豊かに変わっていく。」

是非皆でやっていきましょう。�      

＜２日目＞�       

 志田ガバナ-のクラブ訪問報告を時間をかけて話された。  

７８Ｒ.Ｃすべてを回られての感想・・・�      

 各ロ－タリ－をれぞれの特徴を持って行動していること

がわかり参考になった。

　田中作治直前ＲＩ会長の講演、時代の変化と共に我々

も変わっていきましょう。例会時間・会費なども含めて検討

してみたらいかがですかと、今回参加しての総評は「実践

する事が心豊かになる」この言葉がすべてを表している

事を感じた。

小林　勝君

　２０１３～２０１４年度　２６２０地区大会に参加させて頂きま

した。私が、入会して１６年になりますが、確か５回～６回目

だと思います。ひとくちに感想はと言われますと、やたらガ

バナーが目立った大会だと思いました。他の講師の話が、

うまくなかったのかどうか微妙ですが、ガバナーは良く演台

に上がり、他の誰よりも長く話しをしていたような気がしまし

た。ガバナーや他の講師が力説しておられたのは、「ロー

タリーを楽しんでロータリアンである事に誇りを持て」です。

　皆様、ロータリーに誇りを持って楽しんでいますか？

中村　徹君

1、�第1日目、本会議は午後1時より点鐘、ガバナーは米

山梅吉翁が台北RC創設に貢献したことを披露され、今後、

米山梅吉記念館のある2620地区と3460地区の交流をもっ

と密にしたいと訴えた。そこで地区大会に、RI会長エレクト

のゲーリー・フォアンさん（台北RC、次年度RI会長）と同じ

3460地区のパストガバナー、劉昭恵さん（台湾台中中央RC、

職業分類：音楽家）をRI会長代理としてお願いしたと話さ

れた。この日は劉昭恵氏の娘さんと台中RCのメンバー一

行が米山梅吉記念館を訪問したとのことでした。

2、�14時半より青少年関係と国際関係のフォーラムが始ま

り、約1時間半。17時より地区委員会関係のフォーラムが1

時間もあり、青少年や地区委員会の活動が詳細に報告さ

れました。地区委員に推薦されていないほとんどのクラブ

にとって、地区の事業の詳細は今まで、縁遠いものでした。

普段聞けない米山奨学生事業、インターアクト、ロータタ

ーアクト事業の一端や、長期青少年交換事業を利用した

元学生の話、受け入れた留学生の、日本語での自己紹介、

旅で得た日本の印象、受け入れてくれたファミリーへの想

い、学校生活、親睦大使としての役割を充分聞かせてい

ただき、若者の人生を一変してしまうどの事業にも、意義

深いものがあることを知り、非常に感動しました。地区大

会を2月に延期して行った意味、下準備に大変労力をか

けたことが、充分に伝わるフォーラムでした。

3、�昨年度より地区の事業として始まった短期（夏季）交

換学生やロータリー友情交換プログラムが披露されたが、

ロータリアンやロータリー家族が募集対象であることが特

徴であります。興味がある方は2620地区のホームページ

を見ていただければ詳細が書かれています。

4、�大会2日目は後日報告したいですが、志田色満載の

「お・も・て・な・し」充分な、地区大会でした。



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

 

土屋　巧君

　２月９日地区大会へ参加する為、静岡駅に隣接するホ

テルセンチュリー静岡へ行ってまいりました。前々日の

雪で開催自体が危ぶまれるかと思いきや、静岡は雪の

痕跡も無く、全く問題御座いませんでした。ただ、山梨方

面では交通機関に影響があり参加不能な方がいらっし

ゃいました。志田ガバナーも地区大会を２月開催にした

ことを若干反省している様子でした。

　今回は分科会は無く、終始全体でのフォーラムや講演

などが行われておりました。

　今回つくづく感じましたのはロータリアンの方々はホント

に元気な方が多いという点であります。単純な感想で申

し訳ない感もありますが、こんな寒い時期に、はるばる遠

方から集まって１日過ごすって、仕事以外ではなかなか

ないと思いますが。

　いつか、第２分区からガバナーが誕生して、賑やかに

地区大会できたら、と思いましたが、ホストを務めるクラ

ブは１年～２年掛かりで準備するんでしょうね？伺うほう

が楽ですね、遠方でも。

山本良一君：2月8日、9日静岡においての地区大会、参

加義務者全員の出席をいただき無事に終了いたしました。

来年は浜松だそうです。

加藤正幸君：地区大会出席の方お疲れ様でした。本日

報告もよろしくお願いします。

中村　徹君：１．会長はじめ理事・役員の皆様、地区大会

お疲れ様でした。２．今日は誕生祝（71歳になりました）を

していただきありがとうございました。

岡　良森君:今日は雪対策でテンテコマイ！現場から直

接来ちゃいました。すいません！皆さん、気を付けて下さ

いませ！

中山和雄君：業務の為、早退させていただきます。申し訳

ありません。

スマイルボックス

委員長　矢岸貞夫君家族委員会

ハンドベル贈呈先について

　本日、配りましたハンドベル委員会所属の変換及びミセ

スアモーレ活動報告の資料を参考にして頂き、ハンドベ

ルの贈呈先をフォーラムを開いて決めたいと思いますの

で宜しくお願いいたします。 

山田定男君

　２月９日、センチュリー静岡にてＲＩ第２６２０地区大会が

行われ、次年度職業奉仕委員長として出席しました。地

区ガバナー志田氏のお話、昨年ＲＩ会長田中氏の講演、

又静岡県知事と静岡市長の祝辞を聞きました。県知事

の祝辞の内容は、昨年静岡山梨の富士山が世界文化

遺産に登録された事のお話でした。過去には世界自然

遺産に申請を行ってきたが、認定されなかった。富士山

の存在意義、また富士山が宗教的な聖地である事の主

旨を示して、文化遺産に申請したところ、スムーズに認

定されたそうです。私は、何事も明確な主旨・目的の理

解が重要な事と改めて考えさせられました。


