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会長挨拶

司会：小島　真君　指揮：岡　良森君

遠藤君、太田君、加藤君、小島君、杉山（隆）君、仲原君、望月君、

山口（雅）君、米山君、渡邊君

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

３０/３３　　 　　　９０．９１%　　　　３０/３３　　 　　　９０．９１%

２３/３３　　 　　　６９．７０%　　　　　　　　  　　　　　３４名

委員会報告

ＲＩ会長のメッセージ

平成２６年５月９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　　土屋　巧　　杉山　隆

　　　　　　　加藤正幸　山口雅弘

司会者�  　加藤正幸   �  

①２５周年記念式典予算承認の件�    

　・各会員１人当り　１０,０００円の徴収します。�    

　・特別会計より　１,２００,０００円充当します。�    

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承認

第１１回理事役員会報告

ロータリーソング  「日も風も星も」

司会：石井和郎君　指揮：岡　良森君

せせらぎ三島ロータリークラブ 検 索

の絆を深めよう」をテーマに予定通り式典が開催されました。

記念講演には何人の参加者が来てくれるのか心配でした

が、会員みなさんの呼びかけにより多くの関係者に参加し

ていただき、また一般参加者が多数来ていただくことがで

き満席とはなりませんでしたが、素晴らしい講演会となりま

した。佐々木さんには事前に１時間１０分の予定でお願いし

ておりましたが、話に熱が入ってしまい結局1時間３０分に

なりましたが、佐々木さんにとりましてはまだまだ時間が足り

なかったことと思います。三島市から大槌町への「花の種」、

三島市がガーデンシティーを目指している中で、大槌町も

たくさんの花が咲き、元気を出していただきたく贈りました。

式典はご来賓のご挨拶として豊岡三島市長、森函南町長、

志田ガバナーのご挨拶にひき続き澤田稔会員に対しＲＩ

職業奉仕リーダーシップ賞の授与が行われました。ミセス

アモーレの皆様には長い間、会員をはじめ多くの方々に楽

しい音楽を聞かせていただき感謝いたします、施設の訪

問など当クラブのＰＲも兼ねた演奏会は多くの皆さんの心

を癒してくれたかと思います、大石先生の長年のご指導に

感謝いたします。ロータリーソングをハンドベルで聞くことが

できるのも今回が最後となりました、メンバーの皆さんあり

がとうございました。

懇親会は７階のホールでしたが、日本大学吹奏楽部の「ひ

ょっこりひょうたん島」のタクトを佐々木さんが振るサプライ

ズもあり、楽しく懇親を深める会となりました。各委員会の

皆さんによる準備が実を結び、予定通り記念事業を開催

することが出来ました、今回この２５周年記念事業の成功は、

これからの当クラブの成長の糧、また「全員参加」による団

結力を深めたと確信いたします。ありがとうございました。

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

宮澤正美君（三島ＲＣ）

松田吉嗣君（三島ＲＣ）

幹事　加藤正幸君

①6/20クラブ協議会　発表は各委員会報告２～３分で�

②6/7歓迎会　PM6：30駅前日本海庄屋�

③6/8式典　当日AM9:30会場集合�

④6/8式典終了後、反省会　　焼き鳥てっちゃん�

⑤本日、理事・役員会開催�

６月２１日　大房正治君

６月２１日　山田定男君

６月２２日　中村　徹君

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。

　本年度の例会もあと２回となり

ました、今日はクラブ協議会各

委員会報告です、一年間の活

動を委員長より報告をお願いい

たします。なお原稿の提出もお

忘れないよう願います。

　さて、先週8日は２５周年記念

式典が開催されました。「こころ

今日の料理



ロータリー世界各地から

ＲＯＴＡＲＹ　ＷＯＲＬＤ

親睦委員会

クラブ協議会

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

クラブ協議会

加藤正幸君幹事

　会長の基本方針「初心に戻り自分とクラブを見つめ直

そう」とロ-タリ-方針「ロｰタリ-を実践しみんなに豊かな人

生を」のスロ-ガンに従い進んできました。�     

　何とかこなすことはできたかなと思います。�     

　今年最大イベント２５周年記念事業、会長の全員参加

を方針にも、各実行委員会各メンバ-それぞれが担当を

こなしていただき成功できたと思います。佐々木課長様

の講演も大勢の方々に参加いただき大変好評でした。�     

　１年間皆様のご協力のもと、大役を何とか次年度に引

き渡すことが出来ました事を感謝いたします。私自身、ロ

ｰタリアンとして一回り大きくなったかもしれません。

委員長　石井和郎君ＳＡＡ委員会

　小島君、岡君とタッグを組み１年間失敗も多々有ったと

思いますが、　何とか乗り越えられたのではと思います。こ

れも皆の協力が有ったからこそと感謝しております。

　来年度は小島君、岡君、山口君のトリオで進行していき

ますので変わらぬご協力お願いします。

　私個人としましてはＳＡＡ卒業です。３年間ちょっとロータ

リーが分ったような分らないような、長かったような短かった

ような、とにかくほっとした気持ちです。これで食事がゆっく

りできるかな・・・。

委員長　石井邦夫君出席委員会

〇出席表彰

ホームクラブ１００％出席　　　　石井邦夫君（10年間）

１年間修正出席率１００％

石井和郎君、遠藤修弘君、加藤正幸君、久保栄子君、

中村徹君、服部光弥君、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

〇出席率

１００％　　８回

平均修正出席率　９４．５３％

7月仲原実圭君　新入会員歓迎会を実施

9月　夏の家族会　

　　　網代にて、釣り大会を実施、天候が不安でしたが何

　　　とか持ち地元の方々から、サザエや焼きそばなどを

　　　差入れして頂き大変盛り上がりました。

12月　クリスマス家族会　

　　　　山田とおし様　パントマイムにて子供達が大変喜　

　　　　んで頂きました。

平成26年1月　クラブ新年会実施　

　　　若手による迫力ある獅子舞を披露しました。

3月　春の家族会を実施　

　　　2－8会様指導にて「蕎麦打ち体験を実施」蕎麦打　

　　　ち体験。引き立て、打ち立て、湯で立ての蕎麦を実

　　　食。大変おいしいお蕎麦に感動。

6月　25周年記念事業　

　　　大槌町　佐々木健様をお招きし講演後、懇親会。　

　　　日大吹奏楽部の佐々木健様指揮者による「ひょっこ

　　　りひょうたん島」コラボ演奏　来賓者及び佐々木様、

　　　メンバーが一丸となった25週年記念でした。

　　　さよなら例会実施　「本年で語る1年間」良い事、悪

　　　かった事を語り、次年度の役員にバトンにて引継を

　　　行いました。�

委員長　杉山隆君親睦委員会

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　矢岸貞夫君クラブ奉仕委員会

　クラブﾞ奉仕委員会七つの小委員会で掲げた本年度

の目標は達成されたと思いますが、例会時会場への入

退出が目につきました点は、今後に向けて反省材料で

した。

　ﾊﾝﾄﾞﾍﾞﾙについては、皆様にｱﾝｹｰﾄを取った結果と

しましては、大槌町へ贈呈が多数でしたが結論は来期

に再度検討いたします。

　　一年間ご協力ありがとうございました。

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

委員長　宮澤正昭君プログラム委員会

　プログラム委員会は、山本会長の意向でゲストをお願

いし卓話をして頂くようにと行う要請も会員の皆様のお陰

で無事クリアしました。

　卓話の変更も会員の皆様のご協力により、スムーズに

出来ました有難うございました。

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。

副委員長　山口辰哉君広報委員会

　今年度はじめに山本章委員長が体調不良のため退会さ

れ、急きょ代わりを務めることになりました。週報の遅れもな

く、何とか無事に1年を過ごせたのではないかと思います。

何かのお知らせをするときにE-メールを利用するのですが、

もう少し慣れていただけると幸いです。次年度はこのITに

関しての専門家が担当です。ご協力をお願いします。

委員長　中山和雄君会員増強委員会

　今年度のクラブ計画および目標で掲げさせていただき

ましたことは、達成できませんでした。

体調不良による退会者が１名、新入会員が１名、でした。

４０名～４５名の仲間がいれば理想と思われます。

引き続き会員増強をお願いいたします。

委員長　山田定男君職業奉仕委員会

　今年度「四つ目の職業奉仕」のテーマでロータリアン２

名１組で互いに職業奉仕の素晴らしい所を見つめあい、

又、それを大きく熟成させようとの事業に取り組みましたが、

ロータリアン２名１組のペアは、出来上がり活動シートの

配布まで行いましたが、回収・取りまとめが出来上がりま

せんでした。次年度も職業奉仕委員長を続投します。



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

　国際奉仕委員会では2003年から継続しております、タイへ

の放置自転車贈呈を2013年１１月２２日にアムナートチャルー

ン県にて実施されました。本年度もロータリー財団から地区

補助金を得て実施することができました。皆様のご理解とご

協力並びにスリウォンロータリークラブのご協力を得、大成

功に終わることができました。基本1回に贈られる放置自転

車は450台、総計で5000台近くになります。2014年度もロータ

リー財団に地区補助金の申請は既に通っております。実施

は11月24日。場所はチェンマイです。７月早々に参加人数

の報告をしなければなりませんので、参加ご希望の皆様は

お早めにお知らせください。7月にお尋ねいたします。

委員長　山口雅弘君国際奉仕委員会

 

中村　徹君クラブ研修リーダー

1、�今年度新会員、仲原実圭君へ例会前の20分間、クラ

ブ計画書に沿って、ロータリーの基本的な情報をお伝えし

ました。

2、�クラブ研修リーダーは会長より任命された役職であり、

ロータリー情報をロータリー歴の浅い会員にお伝えすること

もお役目でもあります。　次年度こそ研修リーダーをクラブ

内部規定の中に任務についても含めて議論し、規定したい

と思います。

3、�今年度2013年規定審議会に基づいたクラブ定款、細

則、内部規定が短時間の中で、クラブ細則委員会のご協

力で改訂することができました。クラブ細則検討委員長、

兼子悦三さん、石井邦夫さん、さらには会員の皆さんご協

力ありがとうございました。

4、�昨年10月12日地区職業奉仕セミナーへ山田定男委員

長と出席してきました。ロータリークラブは単なる社会奉仕

をするボランティア組織ではなく、職業奉仕の理念を掲げて、

職業倫理の高揚とその実践を目的とした団体であると考え

ている一人であると、地区職業奉仕委員長牧田静二パス

トガバナーがお話をされました。山田定男委員長は今年度、

会員を二人ずつペアに分け、ペアごとにお互いの事業所

を訪れ、職業奉仕の素晴らしい実践を発見してあげてくだ

さいとしました。次年度には会員の皆さんのご協力により「ロ

ータリー職業奉仕レポート」が完成されると期待するもので

あります。それというのは、提出された各会員のレポートの

中に、せせらぎ三島ロータリークラブの、新規の職業奉仕、

社会奉仕、国際奉仕事業が生まれてくる予感がするからで

あります。フレーフレー山田。

元会員田辺篤さん：２５周年記念益々おめでとうございます。

クラブの皆様のご健康とご活躍とせせらぎ三島ＲＣのご発

展を心よりお祈り申し上げます。

山本良一君：２５周年記念事業、全員参加のもと何とか成

功しました。ありがとうございました。

石井邦夫君：ご多忙中の中、故息子の為、葬儀に列席し

ていただきまして本当にありがとうございました。

大房正治君：明日で６７歳になります。原点に帰り残りの人

生頑張ります。

大房正治君：６月８日の２５周年記念事業が皆様のお陰で

無事終了致しました。ロータリアンの友情に感謝申し上げ

ます。

鈴木政則君：記念講演、記念式典、懇親会と無事終る事

ができました。これもひとえに皆様方のご協力のお陰です。

お疲れ様でした。

中村　徹君：6月8日、25周年記念式典では実行委員長、

会長さん、会員の皆さんお疲れ様でした。素晴らしい式典

になったと思いますし、日大ブラスバンドの演奏のもと、祝

宴ではクラブが一つになった感がありました。

澤田稔パスト会長さんが志田洪顯2620地区ガバナーよりご

挨拶と共にRI職業奉仕リーダーシップ賞をいただいたこと、

初代会長加藤茂平さんはじめ退会された元会長さんにご

列席していただいたこと、また「浜菊」の花言葉「逆境に立

ち向かう」をテーマに大槌町生涯学習課長、図書館長の佐々

木健さんに素晴らしい講演をしていただいたこと、大石光男、

由紀子先生のご指導のもと、ミセスアモーレが最後のハン

ドベル演奏をしていただいた事に感謝します。ありがとうご

ざいました。

兼子悦三君：創立２５周年記念式典、皆様の団結で盛大

に開催され素晴らしかったと思います。ご苦労様でした。

兵藤弘昭君：来週のサヨナラ例会の企画でなにかござい

ましたらご意見くださいませ！

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

元会員田辺篤さんイル、26.6.20

せせらぎ三島ロータリークラブ

中村徹

　本年度も昨年同様岩手県大槌町教育委員会に図書を贈

呈しました。私を含めロータリアン３名にて図書券（３０万円）

を持参で大槌ロータリークラブを訪問し、佐々木会長、後藤

幹事、伊東教育長に手渡してきました。又、当クラブ創立２

５周年に当たり大槌町教育委員会・生涯学習課長兼図書

館長佐々木健氏に記念講演をして頂くよう合わせてお願い

してきました。

委員長　米山晴敏君

東日本大震災復興支援委員会


