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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

２７/３５　　 　　　７７．１４%　　　　３２/３５　　 　　　９１．４３%

３２/３５　　 　　　９１．４３%　　　　　　　　  　　　　　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

きました。しかし嬉しい事に、こん日、野生型ポリオウィルス

による最終の発生から丸１年が経過しています。これはポリ

オのないアフリカに向けて大きな進展です。この１年間の

ポリオ無発生に至るまでには、その関係者の方々の並々

ならぬ努力と決意、又、投与するための非常な困難を乗り

越えてきました。そして今、不可能とさえ思われた「ポリオ

のないアフリカ」を実現しようとしています。しかしこの進展

の中でも油断は禁物です。パキスタンとアフガニスタンに

残る２つの野生型ポリオウィルスが存在する限り、ポリオウィ

ルスは再び広がり、新たな流行が発生する可能性は十分

に考えられます。アフリカだけでなく、全世界からポリオを

無くすためには、世界中のロータリーアンの力が是非とも

必要なのです。その一貫として、１１月２３日にアメリカ・アリ

ゾナ州で開催されますポリオ撲滅自転車レースについてご

紹介します。この日は世界各地から訪れるロータリーアン

とともに自転車レースに参加し、ポリオ撲滅のための募金

活動をします。約１６７キロのコースを走るこの自転車レース

は、毎年９０００人以上が参加するアメリカでトップレベルの

レースなのです。これにより１０００万ドルの募金を集める事

を目標に活動しています。今後もロータリーアン一人一人

が協力しあいポリオ撲滅に力を入れてまいりましょう。

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．次週６日の例会は鈴木会長・石井幹事は地区大会の

　　為欠席しますので、代行の方どうぞよろしくお願いします。

２．篠木会員のメールアドレスが変更になりました。

　　shinogigakuen@gmail.com

１０月３日　内田憲一君

10月26日　宮澤正昭君

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、国際ロータリ

ーよりポリオ撲滅についてメ

ールが届きましたのでお伝

えさせて頂きます。

　これまでの１０年間というも

のアフリカはポリオ撲滅に近

づきながらも、大きな進展

は見られない状態が続いて



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

　　　　　

静岡第２分区ガバナー補佐　山本良一君

出席委員会

 2620地区野口英一ガバナー年度も早や４か月目に入り

ました、公式行事のガバナー公式訪問はさる８月１９日（水）

三島・伊豆中央・三島西・せせらぎ三島の４クラブ合同例

会をブケ東海三島にて、８月２７日（木）には　御殿場・裾野・

長泉クラブの３クラブ合同例会として御殿場名鉄菜館に

て行われました。皆様のご協力により盛大に開催すること

ができました。

 ガバナー補佐の役割はガバナー方針の伝達と各クラブ

の状況をガバナーに報告すると同時に目標に対して助力

する、となっております、今年度の地区目標につきまして

はいかがでしょうか。

 クラブの１０年後を考えた時やはり会員増強が必要不可

欠であります。会員増強から国際大会への参加まで１０項

目の目標が掲げられています、年度後半に向け目標達

成をめざし活動をいたしましょう。

今年度の地区大会は甲府にて開催され１１月６日（金）、１１

月７日（土）の２日間の開催、二日目の静岡第２分区の分

区屋台は　「伊豆長岡温泉まんじゅう」です、現在「せいろ」

から湯気の出る装置を作成中です、当日をお楽しみにし

てください、１１分区の屋台がそれぞれの地域を代表する

お土産を用意しております。

　年度後半の来年となりますがＩＭ開催のお知らせです、

せせらぎ三島ＲＣの担当として　２０１６年２月２０日（土）ブ

ケ東海三島にて開催予定、矢岸実行委員長をはじめ委

員が準備を進めております。

　国際ロータリー年次大会（ソウル大会）につきましては２０

１６年５月２８日～６月１日　　本会議は５月２９日ですが野口

ガバナーは当２６２０地区より２５０名の参加を呼び掛けて

います。

　年度も後半に入ります、地区目標、クラブ目標に向け鈴

木会長のもと会員皆様のご活躍を願っております、本日

はありがとうございました。

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。

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

山本良一君：本日は卓話です。皆さんのご協力をお願い

致します。

仲原実圭君：先日のゴルフ同好会コンペに参加されたみ

なさま、お疲れ様でした。次回の12月のコンペも多数の参

加をお待ちしております。

篠木喜世君：富士精工（株）兼子悦三様よりご寄贈いただ

きました防災用ろうそくを園児165名に配布させていただき、

保護者から感謝のことばが沢山きました。ありがとうござい

ます。

土屋　巧君：先日のゴルフコンペでうちの嫁がベスグロ優

勝させて頂きまことにありがとうございました。嫁は上機嫌

で帰りの家路は楽でした。今後ともよろしくお願いします。

澤田　稔君：本日は久し振りで出席です。最近はあまり出

席しないので忘れがちだと除籍されそうですので無理して

出席です。

兼子悦三君：当クラブのゴルフコンペでドラ矩、ニヤピン、

ブービーと賞を取り過ぎました。この次も取ります。

大房正治君：お先に失礼致します。

石井司人君：早退させていただきます。

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

ＲＯＴＡＲＹ　ＮＥＷＳ

2011年から内戦が続くシリアでは、毎日6,000人以上が国外

に逃れています。9月現在で登録された難民数は410万人以

上に上り、760万人以上が国内で避難生活を強いられていま

す。現在の世界の難民数は「過去最悪」であると、国連は報

告しています。

「シリア難民の苦境により、今、世界の"思いやり"が試されて

いる」と話すのは、国際ロータリーのジョン・ヒューコ事務総長

です。「世界中のロータリー会員は、シリアや世界各地での

難民問題に深く心を痛めています。私たちは、避難を強いら

れた人びとの苦しみと不安を和らげるために、行動を起こす

よう会員に呼びかけています。ロータリー会員は、職業スキル

と知識、そして各地域リーダーとの人脈を駆使して、地元の

人びとを結集させ、この人道的危機に取り組むことができます」

支援の一つの方法として、ロータリーのパートナーである非営

利団体、シェルターボックスによる災害救援活動への寄付も

行われています。シェルターボックスはこれまで4年近くにわ

たり、国連難民高等弁務官事務所と協力してシリア難民に

救援物資を提供してきました。また、欧州へと移動する際に

ギリシャとトルコを通過する難民のために、仮設住居と生活

物資の提供も行っています。多くのシリア難民が、命の危険

を冒して海を渡り、ギリシャへとやってきます。

ヒューコ事務総長はこう語ります。「何百万という難民の支援

に力を注いでいるロータリークラブと会員の皆さまに心から感

謝しています。難民生活を強いられたすべての方々には、深

い同情を感じています」

ロータリーとシェルターボックスがシリア難民を支援


