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司会：小島　真君　指揮：岡　良森君

石井（和）君、久保君、杉山（順）君、土屋君

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

２９/３３　　 　　　８７．８８%　　　　３１/３３　　 　　９３．９４%

２８/３２　　 　　　８７．５０%　　　　　　　　  　　　　　３４名

委員会報告

委員長　山口雅弘君

先日お尋ねいたしました、スリウォンロータリークラブ田辺

さまのお父様、介護の件ですが、多くの情報をメールやお

電話でいただき感謝申し上げます。ご実家のある袋井ロ

ータリークラブ伊藤さまにも役所へ足を運んでいただき、

ロータリアンの素晴らしさを実感致しました。田辺さまのお

母さまからも、皆様へくれぐれもよろしくお伝えくださいと、

感謝のお言葉をいただきましたので、ご報告させていた

だきます。

ありがとうございました。

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

小林幹事が作成した報告書をもとに説明させていただき

ました。

　私共せせらぎ三島ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞは、1989年に承認されて

以来一貫してﾛｰﾀﾘｰの目的にも唱えられております、奉

仕事業を行ってまいりました。又、ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞの事業は、

単年度事業を旨とする事が多いいのですが私共せせらぎ

三島ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞでは、３年を一つの区切りとして継続す

るか終了するかを会員の意思のもと決定してまいりました。

以下現在実施しております奉仕事業を紹介させていただ

きました。

１、�タイ放置自転車贈呈事業

国際奉仕委員会の事業で、今年で１２年目を迎え現在ま

でに約4500台の自転車を贈り又第７回目では、日本大使

夫妻が出席され、第１０回、第１２回目では、ﾁｪﾝﾏｲ総領

事館に招かれている事には驚かれていました。

２、�３年後の自分への手紙事業

この事業は、御殿場ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞが行っている事業を、当

時のうちのｸﾗﾌﾞの兼子ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐が御殿場ｸﾗﾌﾞが行っ

ている事をｸﾗﾌﾞで紹介して素晴らしい事業ですので、我

がｸﾗﾌﾞの20周年記念事業で取り組み現在に至っております。

３、�東日本大震災復興支援事業

平成23年3月11日に東北大震災が発生し、我がｸﾗﾌﾞで、

いち早く支援をする事が決定し、発生５日後には宮城県南

三陸町に会員５名が会員のﾊﾞｽで物資を運び、大槌町

ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞの仲介の元、岩手県大槌町に支援する事が

決まり現在に至っております。

　以上の様な事業を説明しました。又、ｶﾞﾊﾞﾅｰからは、三

つの奉仕事業はいずれも素晴らしい事業なので、３年区

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

小野靖ガバナー補佐（裾野ＲＣ）

芹澤豊ガバナー補佐事務局（裾野ＲＣ）

会員誕生日

入会記念日

幹事　小林　勝君

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

１．7

　 皆 さ ん こ ん に ち は 。 先 週 の

ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問は、西ｸﾗﾌﾞ諏

訪部会長以下皆さんのお陰で無

事終わる事が出来ました。

　例会前に西ｸﾗﾌﾞに続き地区か

らガバナー他４名、又ｸﾗﾌﾞから４名、

計９名で11時から会議が始まり今

年度のｸﾗﾌﾞの事業計画を聞かれ、

７月２９日　田中錦城君入会記念日

会員誕生日

切りで見直しは必要で良いことだけど、是非奉仕事業は、

続けて下さいとの事でした。又、和やかの中会議が終わり

今は会長としてほっとしております。最後に小野ｶﾞﾊﾞﾅｰ補

佐より話があり、次年度のｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐は、せせらぎ三島

ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞより８月２０日までに選出して下さいとの事で

すので、ﾊﾟｽﾄ会長の方々には、宜しくお願いいたします。

石井司人君：6人目の孫が産まれました。ちなみに男女の

割合は３対３です。

岡　良森君：２週お休み失礼しました。山口さんとの東海

岸珍道中！若干のトラブルもありましたが最高に楽しい旅

でした。

兵藤弘昭君：本日、車を洗車した時プリペイドカードの残

高がなくなり洗車機が動かずにおりました。後ろの洗車待

ちの方に申し訳なく思っておりましたら笑顔で対応してい

ただきました。その方は鈴木政則さんでした。人間の器の

大きさがわかりました。

遠藤修弘君：今日卓話をさせていただきます。30分もつか

な？しばらくの時間お付き合いください。よろしくお願いし

ます。

スマイルボックス



ロータリー世界各地から

ＲＯＴＡＲＹ　ＷＯＲＬＤ

委員会報告
国際奉仕委員会

卓話

兵藤弘昭君

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

　チェンマイからバンコクへの便は4時以降にして欲しいと

のことです。16：10と17：30にありますが、再確認します。

現在までの決定事項

○チェンマイのホテルはスリウォンが手配

○チェンマイ空港～ホテルはホテルのバスを利用

○チェンマイのホテルロビーに１６：３０に集合し、現地手配

の車にて領事館へ移動

○贈呈式会場は市内ではあるが現在最終の決定に至っ

ていない。

早急に確認したいこと

◎参加者の情報18日例会一時締切（＊お尋ね事項全て

。自己判断で省略は勘弁してください）

◎昨日の例会で参加に○をいただいた方も書類をご提

出いただくまで確定されておりません。（不参加となってお

ります）

＊参加者が確定次第、飛行機の便を決めてまいります。

平成２６年７月４日�金曜日�  19時30分�より

ブケ東海三島     

出席者�  矢岸貞夫　小林　勝　鈴木政則　石井邦夫

　　　　　　山本良一　米山晴敏　山田定男　土屋　巧

　　　　　　山口雅弘　望月保延　小島　真　服部光弥

　　　　　　中村　徹

司会者� 小林　勝   �  

①矢岸会長挨拶「感謝の心で出席しよう」

②スマイルについて（別会計。理事会の承認）

③親睦委員会　（案）夏の家族会について

　　日時：２０１４年８月３１日９：００～１４：００

　　場所：源兵衛川

　　外部協力者：グランドワーク三島

　　※全員登録（全員より会費徴収）

④テーブル会の活用方法（タイの自転車、大槌町支援、

三年後の手紙）など、今後の方針を検討する

⑤国際奉仕委員会　タイの式典の予定について

⑥プログラム委員会　早目に予定変更のお願い     

第１回理事役員会報告

遠藤修弘君

クラブ奉仕委員会

 毎朝仕事に行くときに、車のエンジンをかけると、トヨタ純

正のナビから、「ポーン、今日は7月25日金曜日です。かき

氷の日です。」と音声が流れてきます。これまで何気なしに

聞きながしていました。ところが、卓話の題材を探している

うち「これ、おもしろいな？」と感じ、そうだ、卓話のテーマ

は記念日、これでさせていただこうと決めました。

 みなさん、記念日と聞くといろいろ思い描くものがあると思

います。それぞれの思い方により、記念日を思い浮かべる

順番が異なると思いますが・・・・。結婚記念日、卒業記念日、

創業記念日、など毎年、何か特別な行事として行っている

ものもあれば、はじめは行っていたが、時間が経つと、意識

が薄くなり日付があいまいになったり、記念日自体忘れたり、

そういったことがあるのではないでしょうか。でも、記念日と

いうものは、この日は何の日と思い起こすと、その瞬間に当

時の雰囲気や、当時良く聞いていた音楽など、懐かしさを

感じることができるのではないでしょうか。また逆に、つらい日、

いやな日になれば、1年前はこうだったんだな？今年はこう

していこう、同じことが起こらないようにと祈ったりします。東

日本大震災が起こった時、起こった瞬間、自分がどのよう

に感じ、どんな状況でいたのか、毎年思い出します。このよ

うな自分自身が大切にしている記念日以外に、世間に広

まっているものがあります。トヨタ純正のナビにはそのなかの

1つを選び、毎日流しています。実は、このナビに面白いも

のがいくつかあって、その中の4つ上げますと、2月17日　天

使のささやきの日、5月23日　キスの日、8月2日  パンツの

日、8月16日 女子大生の日、どうゆうものなのだろうと想像

を膨らませてしまいます。どうでしょうか。

　世間に広まっている記念日とは、誰がどのように作ったの

か？面白そうなものを含めて調べてみたら相当量の記念

日があり、一年の中で記念に設定されていない日がないく

らいありました。記念日とは？記念日には、①公的な機関

が制定した記念日のほか、②地方自治体が自分の地域

や特産品などをPRするため・地元で発生した大災害を忘

れないよう制定した記念日、③企業や商店が商品の販売

促進のために制定した記念日④誕生日・結婚記念日・命

日などの個人的な記念日などがあります。日付については、

過去に歴史的な出来事があった日とするのが本来の形で

す。しかし日本では語呂合わせによるものも数多くあります。

また、他の年中行事（七夕に対する川の日やゆかたの日

など）に相乗りした記念日もあります。また、本来なら相応し

い日付があるものの、何らかの理由で都合が悪い場合、全

く無関係の日付を記念日とすることもあるそうです。例えば

自衛隊記念日は、本来なら自衛隊が発足した日の1954年

7月1日とすべきところであるが、この時期は台風などの自

然災害による自衛隊出動が予想されるため、式典の準備

なども考え、この日を避けて11月1日になっている。他に、

日本では天皇誕生日、大正天皇の時代は、本来の誕生

日の8月31日ではなく10月31日が祝日になっていました。　

それでは、どういうものか例をあげると、

<公的な機関が制定した記念日>

国民の祝祭日など

<地方自治体が自分の地域や特産品などをPRするため・

地元で発生した大災害を忘れないよう制定した記念日> 

・2月23日は富士山の日（2がつ23にちはふじさんのひ）国

民の財産であり、日本のシンボルである富士山は、その類

まれなる美しい自然景観により、人の心を打ち、芸術や信

幹事　石井司人君

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

石井司人君：6人目の孫が産まれました。ちなみに男女の

割合は３対３です。

岡　良森君：２週お休み失礼しました。山口さんとの東海

岸珍道中！若干のトラブルもありましたが最高に楽しい旅

でした。

兵藤弘昭君：本日、車を洗車した時プリペイドカードの残

高がなくなり洗車機が動かずにおりました。後ろの洗車待

ちの方に申し訳なく思っておりましたら笑顔で対応してい

ただきました。その方は鈴木政則さんでした。人間の器の

大きさがわかりました。

遠藤修弘君：今日卓話をさせていただきます。30分もつか

な？しばらくの時間お付き合いください。よろしくお願いし

ます。

スマイルボックス

今日の料理

1、2020年東京オリンピックの招致が決まりました。その時

にはクラブは30周年を迎えています。クラブ5年後に向け

て、棚卸、さらにはビジョンについて話し合い、その実現に

向けた実行項目を検討する初年度にしたい。（クラブ協

議会の強化）

2、今年度RI会長ゲイリーC.K.ホァン会長は会長挨拶の

中で、今年度会員数を130万人という最優先課題である

目標を達成するために、ロータリーを輝かせてくださいと

述べています。私たちのクラブも会員増強委員会、親睦

委員会に協力を仰いで会員全員参加で、RI会長の提唱

する「ロータリーデー」を開催し、今一度、何ができるか考

えてみたいと思います。

3、広報委員会主導で全会員のSNSを利用した情報共有

化（ネットワークづくり）を実現するよう、提案したい。

4、ロータリーでの新しい経験が仕事に役立ったり、人間的

成長の機会となることがある。「会員満足度アンケート調

査」をしてクラブの現状、今後の課題がどこにあるか検討

したい。

5、米山梅吉記念館での移動例会を毎年行っているが、

記念館は今年45周年を迎えます。秋季、春季例祭に記

念講演を聞く例会を提案したい。

6、次年度に向け、クラブ細則、内部規定の見直しのため

のクラブ協議会を提案したい。

中村　徹君クラブ研修リーダー

ロータリー年度は、なぜ7月1日に始まるのかと、疑問に

感じたことはありませんか。これは、毎年開催される国際

大会に、その由縁があります。

ロータリーの最初の会計年度は、第1回大会が終了した

翌日、1910年8月18日に始まりました。翌年度も同様に、

国際大会の日程に合わせ、8月21日開始となっています。

さらに翌年の1912年8月、理事会が当時の国際ロータリー・

クラブ連合会の会計監査を依頼した際、クラブ幹事と

会計が十分な時間をもって、大会に向けた財務報告を

準備し、クラブ代議員の数を決定できるよう、会計年度

の最終日は6月30日にするのがよいとの提案を会計士

から受けました。

執行委員会はこれに同意し、1913年4月の会合で、6月

30日を会計年度最終日と定めました。この決定に伴い、

クラブ会員数の報告と支払いに関する期日のほか、「ザ・

ロータリアン」誌の巻番号システム（1914年7月の第5巻

より開始）もまた変更されました。

ロータリーはその後、1917年まで、7月または8月に年次

大会を開催していましたが、1916年大会（米国、シンシ

ナティ）での代議員が、夏場の暑さを考慮し、大会を6月

に開催する決議案を採択しました。これにより、次の大

会となるアトランタ大会は6月17～21日に開催されました。

「ロータリー年度」という表現は、ロータリーの運営年度を

示す用語として、1913年から使用されているようです。同

年7月の「ザ・ロータリアン」誌には、「終わりに近づきつつ

ある本ロータリー年度は、クラブが容易に集結できるよう、

充実したクラブ合同会合が行われた一年でした」と記さ

れています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロータリーの歴史資料室

ＲＯＴＡＲＹ　ＮＥＷＳ

仰を生み出してきました。こうした偉大なる富士山を抱く静

岡県において、すべての県民が富士山について学び、考え、

想いを寄せ、富士山憲章の理念に基づき、後世に引き継ぐ

ことを期する日として、2月23日を「富士山の日」とする条例

を制定されました。

・8月21日「県民の日」は静岡県の誕生日。

明治9年8月21日に当時の「静岡県」と「浜松県」が合併して

今の静岡県が誕生してから、平成26年で138年になります。

<企業や商店が商品の販売促進のために制定した記念日

などがあります。> 

設定された理由は違うけれど販売促進につなげている。

2月14日　バレンタインデー

バレンタインデーは、田園と牧人の神ルペルクス(ファウヌス

の別名)をたたえる古代ローマのルペルカリアの祭(２月１５日)

が起源とされており、この祭りが、兵士の自由結婚禁止政策

に反対したバレンタイン司教が、ローマ皇帝の迫害により西

暦２６９年に殉教した日を記念した祭日(２月１４日)とむすびつ

けられて出来たものです。その後、聖バレンティヌスは恋人

たちの守護者とされ、この日は恋人たちの愛の誓いの日と

なったのです。日本では１９５８年頃より流行しはじめ、お菓子

メーカーの努力によって、女性から男性にチョコレートを贈る

という、日本独自の習慣が生まれました。

3月14日　ホワイトデー

全国飴菓子工業協同組合（全飴協）関東地区部会がホワ

イトデーを催事化し、１９７８（昭和５３）年、同組合の総会で制

定し、２年間の準備期間を経て１９８０年（昭和５５年）３月１４日

に、第一回ホワイトデーが誕生しました。２月１４日のバレンタ

インデーにチョコレートを贈られた男性が、この日の返礼とし

て、キャンデーやマシュマロ、クッキーなどをプレゼントします。

また、ホワイトデーを３月１４日に定めたのは、３世紀のローマ

で恋愛結婚の禁止令に触れた若い男女がバレンタイン神

父に救われ、神父が殉教（２月１４日） した１カ月後のこの日

に、男女は永遠の愛を誓い合ったことに由来しています。ま

たこの日は、国際結婚の日で、1873(明治6)年に明治政府が

国際結婚を認めると布告を出した日でもあります。

<誕生日・結婚記念日・命日などの個人的な記念日> 

最近、勉強したのですが、米山梅吉さんの命日と私の誕生

日が同じ日でした。

ここで最初に言いました。面白い日について・・

２月17日の天使のささやきの日とは、北海道幌加内町の「天

使の囁きを聴く会」が1994(平成6)年に制定。天使の囁きとは、

空気中の水蒸気が凍ってできるダイヤモンドダストのことです。

1978(昭和53)年、幌加内町母子里の北大演習林で氷点下

41.2℃という最低気温が記録されました。しかし、気象庁の

公式記録の対象から外れていたため、1902(明治35)年1月

25日に旭川市で記録された氷点下41.0℃が公式の日本最

低気温となっています。　これをプラスイメージに変えようと、

町内の若者グループが中心となり、この日ダイヤモンドダスト

の観察等厳冬の一夜を体験する「天使の囁きを聴く集い」を

1987(昭和62)年から開催しています。

5月23日　キスの日

１９４６（昭和２１）年、日本で初めてキスシーンが登場する映

画となった、佐々木康監督の「はたちの青春」が封切られた

日です。主演の大坂史朗と幾野道子がほんのわずかに唇

を合わせるだけのものでしたが、これが話題になり、映画館

は連日満員だったといいます。

8月2日パンツの日

奈良の下着メーカー磯貝布帛工業（イソカイ）が自社ブラン

ド「シルビー８０２」の商品名にちなんで制定しました。後に、



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

平成２６年３月７日�金曜日�  ブケ東海三島     

           

出席者�  山本良一　矢岸貞夫　太田政人　宮澤正昭　

　　　　　　 山田定男　杉山　隆　加藤正幸　土屋巧

　　　　　　石井和郎　米山晴敏　　

           

①２５周年の件�    

　　委員会ごと会合、例会の中でできるだけ開催

②２５周年歩みの案内を打ち合わせていく� 

� 

第１０回理事役員会報告

◎ 結 び に 、 せ せ ら ぎ 三 島

ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞの益々のご発展と皆様

方の御活躍を心よりご祈念申し上げま

す。

大坂の下着メーカー、オグランも「パン（８）ツ（２）」の語呂合

わせから、この日を記念日にしました。この日は、女性が好

きな男性にパンツをプレゼントする日とされています。

8月16日女子大生の日

１９１３（大正２）年のこの日、東北帝国大学（東北大学）が女

子受験生３人の合格を発表しました。これが日本で初めて

の女子大生の誕生でした。そのうちの一人は日本最初の女

性理学博士となった黒田チカでした。

こういった記念日、実は「指定」や「制定」する任意団体が4

団体ほどあります。いずれも公的機関ではありません。記念

日を制定するのにこれらの団体の認定を受ける義務がある

わけではなく、認定を受けなくとも世間に浸透している記念

日も数多く存在します。認定を受けなくても、勝手に使って

いいわけです。ただ、広域性やマスコミを利用するには、良

い存在かもしれません。

●一般社団法人 日本記念日評議会

2013年（平成25年）4月に設立。団体・企業・個人などが様々

な「記念日」を認定する機関として、「彩りある人生と、つな

がり合う豊かな社会の実現」を掲げて活動を行なっている。

●一般社団法人 日本記念日協会

1991年（平成3年）に設立。企業や団体、自治体が設けた記

念日の認定・登録を行い、ホームページで紹介するなどし

てPRを行っている一般社団法人同協会に登録された記念

日の数は2012年5月時点で約400件で、毎週増加していると

いう

●日本記念日学会

1988年（昭和63年）に「記念日の日」という記念日を「定め」た。

●国際記念協会

2014年（平成26年）に設立。ネットショッピングを使い、個人・

企業・団体向けに「記念日」を公式認定・登録する機関

この中で、記念日設定で一番多いと思われる登録を行って

いるところは、一般社団法人 日本記念日協会です。日本

記念日協会の記念日登録制度に登録されますと・・・

1. 日本記念日協会のホームページに協会認定記念日とし

て、名称、日付、由来、リンク先が掲載されます。

2. 日本記念日協会発行の「月刊・記念日情報」に名称、日

付、由来、リンク先などが掲載されます。

3. 登録された記念日をオフィシャルに使用する際、イベント・

告知などにおいて「日本記念日協会登録済」と謳うことがで

きます。

4. 新聞・テレビ・雑誌・ラジオ・インターネットなどのマス・メ

ディアに対するアプローチも含めて、実践的なＰＲ活動に効

果的です。

5. 対外的なアピールだけでなく、社内、団体内のモチベー

ションの向上、イベント企画のきっかけづくりなどにも役立ち

ます。「記念日の聖地」に選定されますと・・・

1. 記念日（誕生日・結婚記念日なども含みます）をテーマに

したキャンペーン活動などを行なうことで、広くその場所や

地域を知らせることができます。

2. 「記念日の聖地」の選定書、プレートが一般社団法人日

本記念日協会から発行され、ひとめで「記念日の聖地」であ

ることがわかります。

3. 一般社団法人日本記念日協会の公式ホームページに

掲載されます。

4. 一般社団法人日本記念日協会の公式機関紙『月刊・記

念日情報』に掲載されます。

5. 一般社団法人日本記念日協会から「記念日の聖地」とし

ての魅力を活かした企画などの提案を得ることができます。 

委員長　山田定男君職業奉仕委員会

石井司人君：6人目の孫が産まれました。ちなみに男女の

割合は３対３です。

岡　良森君：２週お休み失礼しました。山口さんとの東海

岸珍道中！若干のトラブルもありましたが最高に楽しい旅

でした。

兵藤弘昭君：本日、車を洗車した時プリペイドカードの残

高がなくなり洗車機が動かずにおりました。後ろの洗車待

ちの方に申し訳なく思っておりましたら笑顔で対応してい

ただきました。その方は鈴木政則さんでした。人間の器の

大きさがわかりました。

遠藤修弘君：今日卓話をさせていただきます。30分もつか

な？しばらくの時間お付き合いください。よろしくお願いし

ます。

スマイルボックス

今日の料理

「記念日の聖地」の主な選定基準は・・・

1. 「記念日の聖地」の趣旨に賛同していただけること。

2. 「記念日の聖地」にふさわしい背景、履歴のある場所であ

ること。

3. 「記念日の聖地」のプレートを設置できる場所があること。

4. 「記念日の聖地」のプレートの除幕式・選定証の贈呈式を

行っていただけること。

5. 「記念日の聖地」を継続的に地域振興に活用していただ

けること。 

「記念日の聖地」の選定費用は、

選定費用は２４万円（税別）です。

（「記念日の聖地」の選定証代、「記念日の聖地」のプレート

代、贈呈式・除幕式への一般社団法人日本記念日協会か

らの出席とスピーチ代も含みます。） この様に、記念日を設

定する機関があるということ初めて知りました。しかし、設定し

たからといって、公式ものではまったく無く、適当に作り公表さ

れても、かまわないわけです。ただ、いろんな思い、目的が

あり、特別な日を世の中にもっと広めようと登録を利用され、

その数は相当増えているそうです。ただ、形ではなく、記念日、

そういった特別な日は、1人ではなくより多くの方と共有できる

ものになれば、よりもっとみなさんがその日をすばらしい日に

できるのではないか？と思います。

最後に、問題です。木の日というのは、何月何日でしょう。１０

月８日（十たす八は「木」)１１月１０日は、何の日でしょう？トイレ

の日です。「いいトイレ」ということだからです。それでは、8月

31日は、何の日でしょう？服部君、何の日でしょう？「せせら

ぎ三島ロータリークラブ家族例会、ちゃんかけ拾いの日です。」

そうです。みなさん、8月31日、せせらぎ三島ロータリークラブ

家族例会の日です。特別な日にしていきましょう。どうぞ、み

なさんよろしくお願いします。


