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会長挨拶

司会：岡　良森君　指揮：山口辰哉君

内田君、太田君、小島君、杉山（隆）君、鈴木（真）君、土屋君、

仲原君、原君、宮澤君、望月君、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

２７/３６　 　　　　７５．００%　　　　３２/３６　　 　　　８８．８９%

２４/３６　　 　　　６６．６７%　　　　　　　　  　　　　　３８名

　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

会員誕生日

ＲＯＴＡＲＹ　ＷＯＲＬＤ
岡　良森君：１７日、ＳＡＡ新旧交流会を行いました。段取

りが悪くご迷惑かけました。ご出席いただいた方ありがとう

ございました。

仲原実圭君：先日のゴルフ同好会のコンペで優勝させて

いただきました。会長よりの景品でおいしい肉をいただき

家族で食べました。ありがとうございます。

加藤正幸君：次年度職業奉仕委員長です。皆様のご協

力よろしくお願いします。

兵藤弘昭君：本日記念すべき１２３４回例会、最後まで早

退しませんでのよろしくお願いします。

中村　徹君：開業して３０年目になりました。記念コンサート

を行うことにしました。あと何年開業しているでしょうか。

石井司人君：本日、私共の伊豆メディカル農園の企画第

２弾“５種類のジャガイモ堀り”のチラシをポケットに入れて

あります。お時間がとれる皆様、ご家族で楽しんでいただ

ければと思っています。

スマイルボックス

せせらぎ三島ロータリークラブ 検 索

　皆さんこんばんは、本日の例会は１２３４回で偶然にも数

字が並びました。今年度も今日を含めて会長挨拶も残す

ところ２回となりました。

　この後、卓話の時間はクラブ協議会（各委員会報告）で

す、各委員長、委員の方々には１年間の委員会活動ご苦

労さまでした。後程発表があると思いますので宜しくお願

い致します。本年度のテーマを「感謝の心で出席しょう」と

し、本年度会長として三つの柱

①�親睦委員会、会員増強委員会の協力を得て「ﾛｰﾀﾘｰﾃﾞ

ィ」を実施したいと思います。

②�会場監督委員会においては、和やかな雰囲気のなか

ﾛｰﾀﾘｱﾝとしての自覚を持って例会に臨んで下さい。

③�各委員会におかれましては、独自性をもって活動して

下さい。

以上の事を掲げてｽﾀｰﾄしました。私の挨拶は来週のさよ

なら例会で報告いたします。

　先日ﾊﾝﾄﾞﾍﾞﾙの件で鈴木クラブ奉仕委員長と、贈呈先

の三島北高に行ってきました。鈴木さんが北高の担当の

先生と何回も話し合いをし、最終的にﾊﾝﾄﾞﾍﾞﾙの活用に

ついて、学校側から一年生の教材として使用したいとの

話しがありました。我々ｸﾗﾌﾞ全員の思いでもあります。

ﾊﾝﾄﾞﾍﾞﾙの行先、活用方法が決まりました。一番喜んで

いるのは今まで大事に使用して下さったﾐｾｽｱﾓｰﾚの方々

とおもいます。また学校側と何回も打ち合わせをし尽力さ

れました鈴木ｸﾗﾌﾞ奉仕委員長に大変感謝申しあげます。

幹事報告

ゴルフ同好会

ようこそせせらぎ三島
ロータリークラブへ

小野　靖ガバナー補佐・裾野ＲＣ）

芹澤　豊君（ガバナー補佐事務局・裾野ＲＣ）

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

６月21日　　大房正治君

６月21日　　山田定男君

６月27日　　山口雅弘君

６月２２日　 中村　徹君

入会記念日

会員誕生日

鈴木真知子君：5/10、義母が94歳で亡くなり告別式で家族

会に出席できず残念でした。中伊豆ワイナリーのおみやげを

いただきありがとうございました。感謝申し上げます。

大房正治君：先日の選挙で皆様のお陰をもちまして当選す

る事が出来ました。ありがとうございました。市の為に汗をか

きます！

矢岸貞夫君：5/10新緑の中で「春の家族会」楽しい1日でした。

母の日にちなんだ各家庭への感謝のワインプレゼント。親睦

委員長はじめ委員の皆様ありがとうございました。

遠藤修宏君：先週の家族会、皆様のご協力をいただいて事

故やけがもなく無事終る事ができました。ありがとうございまし

た。元気が良すぎて会場暑すぎましたが勘弁してください。

杉山順一君：本日のスマイルで9000円です。原兄多は途中

入会でスマイル免除なので一番下っ端ですが、なんとか先

輩方のスマイルに追いつこうと頑張りました。先輩方のスマイ

ルは流石ですね。後１回頑張ります。

服部光弥君：５月１０日の家族会、皆様ありがとうございました。

担当の遠藤君、お疲れ様でした。

杉山　隆君：仕事とはいえ休会つづきました。すみません。又、

頑張ります。

石井邦夫君：親睦委員会の皆様大変ご苦労様でした。家族

全員自然の中で大いに楽しむことが出来ました。滅多に家

族で出かける機会もないので非常に有意義な１日でした。あ

りがとうございました。

石井司人君：７日より６泊７日でオランダ・ベルギー・パリの視

察旅行に行ってまいりました。実はベルギーのイープルという

街に100年間続いている猫祭りがあり町長以下21名でカーニ

バルの参加も含め友好を深めてまいりました。猫を通じて姉

妹都市を結びたい意向がある為に。

中村　徹君：根津先生の葬儀、皆様お疲れ様でした。函南

町で産婦人科開業している山口先生が今朝交通事故で手

術を受けられたと事務長さんから電話をもらいました。他人

事ではない思いでいます。皆様も体には気を付けてください。

石井和郎君：親睦さん、家族会ご苦労様でした。大変楽しか

ったです。

米山晴敏君：暑いですね。昨日ゴルフに行って来ました。つ

かれました。

スマイルボックス

今日の料理

今日の料理

平成２７年４月３日�金曜日�  19時30分�より

ブケ東海三島     

出席者�  矢岸貞夫　鈴木政則　石井邦夫　山本良一　

　　　　　　土屋　巧　山田定男　服部光弥　山口雅弘　

　　　　　　　中村　徹

司会者� 石井邦夫   �  

①親睦委員長より5月10日の家族会の件

　なるべく参加費を安く設定しますので多くのご家族の参

　加を希望します。

第10回理事役員会報告



ロータリー世界各地から

ＲＯＴＡＲＹ　ＷＯＲＬＤ

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

委員長　鈴木政則君クラブ奉仕委員会

　クラブ奉仕委員会は、会員の一人一人がロータリーを

理解し、親睦を深め、楽しいクラブにしようという意欲の上

に成り立っております。本年度クラブ奉仕の各委員の皆

様においては、当初の目的を立派に達成され、特に服部

親睦委員長をはじめ親睦委員会の皆様方のご尽力で大

変楽しい活動となりました。又各委員長様をはじめ、各委

員の方々のご協力に感謝申し上げます。ご苦労様でした。

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。

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。

幹事　小林　勝君

　矢岸会長の元、１年間幹事を務めさせていただきました。

　１年間あっという間に終わってしまいました。会長の基本

方針は「感謝の心で出席しよう」でした。この方針にそった

例会運営ができたのか心配ですが、皆様にはご協力い

ただきました事は確かです。

　１年間ご協力ありがとうございました。

委員長　遠藤修弘君出席委員会

　「例会に欠席された会員に、事務局からメイクアップ情

報をお出しします。」「会長の方針として、出席率にこだわ

っていきたいとのこと、ぜひメイクアップをしていただきま

すようご協力おねがいします。」の活動計画を実施してま

いりました。

　例会に欠席された会員に出された毎回のメイクアップ

情報、これを活用され、皆さんが取り組んでいただいたこ

とにより、かなりの出席率アップにつながりました。

　１年間ご協力ありがとうございました。

　今年度は、富士山清掃の参加も無く「三年後の自分への

手紙」に終始した一年でありました。

　実質的に足掛３年関与させて頂きましたが相変わらず、

返送されてくる手紙にどうしたものかと悩んでおり、クラブ協

議会の中でも継続を問う話をしたくらいでした。しかしなが

らアンケートが返ってくると少なからず手紙を書いた本人

やその家族の方々に喜ばれ、懐かしがられている状況で

あることがよくわかりました。次年度、服部委員長が担当し

ていただくことになりましたが、事業の内容をよく理解してい

ただいており、熱意をもって対応していただけると確信して

おります。何よりも、会員皆様のご協力が必要です。よろし

くおねがいいたします。

委員長　土屋　巧君社会奉仕委員会

今日の料理

　今年度は、例会が和やかな雰囲気のなかロータリアンと

しての自覚を会員各位がもって臨めるよう努めてまいりまし

た。その為には、会長が掲げる｢感謝の心で出席しよう｣を

合言葉に会員各位の理解が得られるよう速やかなる進行

を心がけて来ましたが、自身の欠席等も重なり他SAAメン

バーに多大なる迷惑をかけてしまった事が最大の反省点

です。しかしながら、その様な状況の中、副委員長を中心

にしっかりと会場を監督していただけた事は、次年度にむ

けて大きな安心感につながったと思っております。

　次年度に大きな期待をこめまして、今年度の事業報告

とさせていただきます。

小島　真君ＳＡＡ

　

　私自身体調を崩し、副委員長の太田さんや会員の皆様

にはご迷惑をおかけ致しました。

　今年度の情報・文献委員会は「ロータリーの友」の記載

の内容も新入会員に情報伝達する事ができ、会員の皆様

もご理解して頂けた事と思います。

　会員皆様のご協力に感謝します。

委員長　宮澤正昭君情報・文献委員会

委員長　石井司人君会員増強維持委員会

　今年度の計画目標を2項目で１年間進めますと計画書に

謳わせていただきました。

　まず第一目標は、退会者の防止→結果は退会者は一

人も出すことなく済みました。

　第二目標は矢岸、小林年度に2～3名の入会者を入会さ

せようと目標をたてました。

　結果は、会長以下、会員皆様のお力添えにより、５名の

入会者を迎え入れることができました。大変ご協力ありがと

うございました。

　委員長自身のスポンサーでの入会者を結果としてみな

かったことは不徳の致すところではございますが、然るに

次年度には必ず入会者を探してきたいと存じます。

　国際ロータリークラブ奉仕の精神であります職業奉仕の

拡大を目的に、せせらぎ三島ロータリークラブ職業奉仕委

員会で「職業奉仕ペア活動」を計画し展開しました。年度

当初会員数３４名で１７組の職業ペアが出来ました。互いに

相手職業の素晴らしい実態を認識し合いました。リポートし

て頂いた結果を表に記入して本年度に全体のまとめにす

る計画でしたが、まとめる事が出来ませんでした。反省です。

委員長　山田定男君職業奉仕委員会

　昨年度まで３年間岩手県大槌ロータリークラブを通して

大槌町教育委員会に図書を贈呈してきました。本年度は

せせらぎ三島ロータリークラブ会員の近隣の皆様に改めて

当時の事を思い出してもらう為に「わすれないで３．１１　続

けよう支援の輪」と題する当時からの支援する様子の写真

パネル展を行いました。会員の皆様の協力をえて3/9～

3/20まで三島市役所玄関ロビーで開催し、成功裡に終了

することが出来ました。ありがとうございました。

委員長　山田定男君東日本震災復興委員会

委員長　石井和郎君プログラム委員会

　年度末に若干のドタバタはありましたが、皆様の協力の

もと１年間可もなく不可もなく進行させて頂き、ありがとうご

ざいました。


