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内田君、遠藤君、太田君、仲原君、中山君、兵藤君、宮澤君、

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

２５/３４　　 　　　７３．５３%　　　　３２/３５　　 　　　９１．４３%

２７/３５　　 　　　７７．１４%　　　　　　　　  　　　　　３７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

第３回理事役員会報告

せせらぎ三島ロータリークラブ 検 索

より良い家を建てたいと思うなら、設計の段階から自分達

はどう暮らして行けば楽しいのかを住む方々と話し合い、

明確にしておく方が良いでしょう。それを事細かくお聞きし、

図面に起こしていくことが設計士の仕事です。私はお客様

とのヒアリングを一番大事にして仕事をしてきました。いか

に良いヒアリングができるかで設計の良し悪しがほぼ決ま

る様に思います。まずは家族構成を知り、今後どの様に暮

らしていきたいか、又、現在の住まいで困っている事、たと

えば、陽当たりが悪い・朝洗面所が混雑等々、改善したい

と思われる住まいのポイントを具体的にお聞きし、それをま

とめていくとご家族の理想とする住まいが見えてくるものです。

設計士の仕事はお客様が考える暮らしの楽しさを最大限

に引き出し、ご提案する事だと思うのです。設計図面がで

きたら施工者を決めます。一般的には設計事務所は施工

はしませんから、複数の施工会社から見積もりを取り施工

者を決めて工事にかかります。この場合工事金額の比較

ができる事、又、設計事務所の工事監理は品質管理の役

目も果たせるという利点はありますが、住宅建築の場合は

設計と工事監理が同じ場合が多く、設計事務所は鉄骨造・

鉄筋コンクリート造の仕事が多い様に思います。それぞれ

利点があると思いますので、建築をしようと思った時は良く

研究されるのが良いでしょう。一軒の家を建てるには思わ

ぬトラブルなどいろいろな事が否応なく出てくるものです。

私は、我がままを聞いてくれる気心の知れた方に頼むのが

一番良いのではないかと思います。

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

富士宮西ＲＣ

赤池次郎君　遠藤克彦君　遠藤壽男君

後藤憲治君　細野芳男君　今村一徳君

片岡博昌君　加藤康雄君　小林陽益君

近藤憲司君　岡村吉彦君　大塚　彰君

斉藤邦男君　竹田浩富君　宇佐美量三君

若林眞治君　　　稲原明美さん（事務局）

森崎祐治君（三島西ＲＣ）

会員誕生日

入会記念日

幹事　石井邦夫君

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

１．2018～19年度ガバナーが大月ＲＣの星野喜忠（ほしの

　よしただ）君に決定いたしました。

１０月１０日　勝又佳員君入会記念日

仲原実圭君：先日のゴルフコンペお疲れ様でした。優勝

の服部君おめでとうございます。次回は10月の日曜日（未

定）を予定しています。ご参加お待ちしています。

米山晴敏君：同好会のゴルフコンペ2位になりましたでス

マイルします。

スマイルボックス

　さて今日は、設計士から

見た私の知る限りの建築に

ついて少し触れてみたいと

思います。皆さんは家を建

てようと思った時まず何を考

えますか。家族構成や暮ら

し方は人それぞれですが、

一番考えたい大事な事は

間取りです。

幹事報告
幹事　石井邦夫君

１．例会変更

　　三島ＲＣ　　　　10月28日　米山記念館

　　三島西ＲＣ　　�10月29日　特別休会

　　伊豆中央ＲＣ　10月27日　親睦例会

　　　　　　　　　　　 11月3日　　祝日休会



ロータリー世界各地から

ＲＯＴＡＲＹ　ＷＯＲＬＤ

委員会報告

親睦委員会

卓話

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

開催日　　平成２７年１０月２日金曜日　　　ブケ東海三島

出席義務者　鈴木政則・石井邦夫・矢岸貞夫・中山和雄・

　　　　　　　　岡良森・加藤正幸・服部光弥・兵藤弘昭・

　　　　　　　　内田憲一・石井和郎・杉山順一・米山晴敏

オブザーバー

司会者　　石井邦夫

議題

１・プログラム10月第2週から11月第1週までの変更につ

いて。

変更はありません

２・1月に開催する四クラブ合同新年会について

各クラブの参加人数について。

把握出来ていません。

会費について1人8000円。

式次第、アトラクションは親睦で検討中。

３・2月20日開催IMについて

当クラブ幹事なので準備を怠りなくお願いします。

今回の理事、役員会では決定事項はありません。　　　

第４回理事役員会報告

　　　　　

篠木喜世君

出席委員会

　私が桜ヶ丘幼稚園の経営に本格的に関わるようになっ

たのは、平成23年4月からです。それまでは週に1回程度

経理の方を見る程度でした。理事長である主人が、学校

法人の仕事がほとんどできないことと園長である主人の母

が高齢になってきたこともあって、経営状況を改善すべく

お手伝いをすることになりました。本日は幼稚園の歴史と、

桜ヶ丘幼稚園での3年間の園児たちの生活の様子をスラ

イドなどでお話しします。

　桜ヶ丘幼稚園は昭和42年、初代園長篠木幸が園児3名

でスタートしたのが始まりです。初代理事長篠木光也と共

に二人三脚で、小さな幼稚園から学校法人篠木学園の

幼稚園へと、少しずつ大きくしてきました。音楽リズムとモ

ンテッソーリ教育を柱とし、小さいながらも温かで家庭的

な雰囲気の幼稚園として歴史を築いてきました。

　しかし定員120名の幼稚園も、子どもの数の減少と、桜ヶ

丘の傾斜地に建つ狭い幼稚園という立地の不安から、だ

んだん園児数も減少の一途をたどっていました。古い園

舎の建替えもままならず、経営的にも非常に厳しい状態で、

閉園も視野に入ってきていた平成22年秋頃、たまたま私

の仕事の方のご縁で新しい土地が見つかりそうだという話

が来ました（それまで私は小さな会社を興して、人材教育

や商品開発のアドバイザー、健康と食育のセミナーや料

理教室などをしていました）。経営難の幼稚園を、更に膨

大な借金をしてまで移転することは、非常にリスクがあるこ

とでした。しかし主人である理事長の、「移転して、両親の

命の証である幼稚園の歴史を繋いでいきたい」との決意

は固く、移転計画を進めることが決定しました。

　それからは、土地の取得と建築会社の選定が始まりまし

た。土地は一部青地であったため非常に難しい問題が山

積でしたが、協力して下さる方々のおかげで、県庁に週に

2回は足を運ぶような交渉の結果、何とか取得に至りました。

建築会社は、こちらの要望を図面にしてくれるところが見

つからず、設計士を個別に頼むことになりました。三島大

社の杜も設計したアシヤアーキテクツに依頼し、小野建

設の技術力のおかげで、こちらのコンセプト通りの園舎が

建ちあがりました。移転に伴い、幼稚園の定員も165名へ

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。

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

〇9月12日（土）秋季例祭出席のお願い

　出席の方の報告をお願いします。

委員長　石井和郎君プログラム委員会

　今年度はIM開催にあたり、プログラム変更の可能性が

生じて来ます。各種報告、卓話等、日時の変更がありま

したら早めにご連絡ください。

　皆様方のご協力をお願いいたします。

青少年奉仕委員会　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　

中山　和雄

　青少年委員会では、次期青少年奉仕

原　兄多君：先日卓話でご紹介した反射炉ダイニングの

ちらしが正式にできましたので、あらためてポケットに入れ

させていただきました。また明日は、ＦＭいずのくにに11時

からＰＲ出演いたします。ご参加をお待ちしております。

仲原実圭君：ゴルフ同好会より連絡です。10月25日日曜日、

伊豆大仁カントリークラブにて第97回ゴルフコンペを行い

ます。皆様、遅刻しないようにお願いします。

篠木喜世君：はじめての卓話です。毛がツルツルの心臓

にムチ打って頑張ります。よろしくお願いします。

土屋　巧君：お世話になっております。最近名古屋出張が

多くなっておりまして、ＲＣを休みがちになっていてすみま

せん。来週からはガバナー補佐訪問であちこち行きます

からメーキャップできると思います。がんばりまーす！

加藤正幸君：本日早退させてもらいます。食い逃げごめん

なさい。

小林　勝君：今週の土曜日、日曜日でレスコハウスのモデ

ルハウスをオープンします。野菜つめ放題を企画しました。

ポケットにチラシを入れておきました。野菜好きの方、ぜ

ひご来場ください！

米山晴敏君：決算終わりました。黒字でした。利益分スマ

イルします。

矢岸貞夫君：先日、三島市安全運転管理協会三島支部

が交通安全に対し関東管区警察局長から表彰を受けまし

た。日頃市民及び協会会員の高い意識のお陰です。今

後も一層事故防止にご協力よろしくお願いいたします。

Ｃテーブル：先日はテーブル会お疲れ様でした。楽しいひ

と時をありがとうございました。

スマイルボックス

ロータリー財団セミナー報告

米山梅吉記念館運営委員会

職業奉仕委員会

加藤正幸君

桜ヶ丘幼稚園の歴史と幼稚園の特色について

と増員し、経営的にも安定化が図れる見込みが出てきまし

た。

　計画から移転開業までの2年半余り、目の回るような忙し

さと、役所との日常からかけ離れた交渉とで、逃げ出したく

なるような時もありましたが、結果として皆様に喜んできた

だける事業が完了し、三島市の子育て支援にお役にたて

ていることを、とても嬉しく思います。

　豊岡武士三島市長と静岡県私学振興課のご理解なくして、

幼稚園とクリニックの移転は成しえませんでした。この場を

借りて感謝申し上げます。


