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石井（和）君、杉山（順）君、田中君、仲原君、中山君、

兵藤君、山口（辰）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

２９/３４　　 　　　８５．２９%　　　　３４/３４　　 　　　１００%

２７/３４　　 　　　７９．４１%　　　　　　　　  　　　　　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

　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

　昨年は１０月が職業奉仕月間でしたが、本年度からは１

月が職業奉仕月間となりました。職業奉仕月間は私達の

責務を改めて自覚し、職業への理解を深め、実りある奉

仕活動への意欲を高める機会です。そこで今日は職業奉

仕について少し触れてみたいと思います。職業奉仕はす

べてのロータリーアンが各職業を通し、社会に対して、奉

仕の理想である思いやりの心と助け合いの心で職業奉仕

活動を進める事です。ですから私達はロータリーに入会し

た時から、それぞれの職業の分野で、社会や人々の為に

役立つ様な職業奉仕活動を推進してきました。その一つに、

我、せせらぎ三島ロータリークラブではロータリーの各企業

と中学校へ働きかけ、職場体験学習を率先して進めました。

ロータリーアンは多種多様な職業の集まりです。他ではで

きない私達の持ち味をいかした職業奉仕となり、大変喜ば

れました。又、学校へ各職業のロータリーアンが講師とし

て伺い、教壇に立ちました。子供達に広い社会を少しでも

知ってもらえたのではないかと思います。これからも私達ロ

ータリーアンだからこそできる職業奉仕活動を、世の為、

人の為、皆さん協力して推進してまいりましょう。

幹事報告

ゴルフ同好会

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．例会変更

　　三島西ＲＣ　　１月28日(木）交換中学生歓迎例会

　　　　　　　　　　　例会時間・例会場変更

２．今期プロジェクターを当クラブで購入しましたので、ス

クリーン代（3000円）だけ本人負担となりますので宜しくお

願いします。

1月19日　片野誠一君
1月26日　澤田　稔君
1月15日　 片野誠一君
1月25日　 久保栄子君

入会記念日

鈴木真知子君：このたび、ロータリーの皆様のご支援で

根津クリニックの後を勝部Ｄｒが函南クリニックとして再開

されます。明日1/30（土）11:00～14:00まで内覧会をなさ

るそうです。ぜひお時間のある方は根津Ｄｒをしのびつつ、

ご来院下さい。なお開業は2/3（水）節分の日です。よろし

くお願いします。

米山晴敏君：山岡さん、千葉さん、いらっしゃいませ。い

つもお世話になります。

原　兄多君：ポケットに講演会の案内を入れさせていた

だきました。2月12日（金）18時30分より、ＮＰＯ法人アジ

アチャイルドサポートの代表であり、発展途上国の貧しい

子どもたちを支援している池間哲郎氏を、伊豆の国市韮

山時代劇場にお招きし、アジアの貧困層の視点から見た

日本について、ご講演いただきます。タイの自転車支援

の理念と共通した部分もあるかと思いますので、是非お

越しください。

篠木喜世君：スギザップでダイエットしてます。現在ー４

kg以上達成！！感謝！！すいませんが本日早退します。

Ｃテーブル：1/22なごみにてテーブル会を開催しました。

残金スマイルします。

スマイルボックス

１１/２３タイのルーイ県にて自転車

贈呈式が行われ私達８名参加して

参りました。このたびのタイ放置自

転車贈呈は今回で１３回目となり、

お陰様で今までに約７０００台の自

転車を送る事ができました。日本

からタイへ運び込まれた自転車は、

タイ政府福祉局のご指導の元、組

み立て直しをしなければなりませ

山岡修一君（三島ＲＣ）

千葉慎二君（三島西ＲＣ）

ようこそせせらぎ三島
ロータリークラブへ

臨時理事役員会報告

今日の料理



ロータリー世界各地から

ＲＯＴＡＲＹ　ＷＯＲＬＤ

委員会報告
親睦委員会

クラブ協議会

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

夏の家族例会　"はとバス" 希望コース確認のお願い

先般、夏の家族例会（８月２６日）「ブームに乗っかれ！東

京スカイツリー夏の思い出」にご多忙のなか参加申し込

みをいただきありがとうございました。ご案内のとおり内容

は"貸し切りバスで東京＆はとバス利用のスカイツリー見

学他ツアー"となっております。今回、この"はとバス"は２コ

ース用意しており、ご希望コースを選択の上、ご参加して

いただきたいと思います。つきましては、希望コースを配

布いたしました確認用紙に記入の上、会費を添えて７月

20日までに提出してくださいますようお願い申し上げます。

なお、予約数の都合上、希望に添えないこともありますが

その際にはご理解、ご協力の程よろしくお願い致します。

《当日スケジュール》

７：１０ 三島駅集合　⇒⇒　９：５０ 東京駅着　⇒⇒　１０：１０ 

はとバス主催　東京スカイツリーと有名ホテルバイキング

　⇒⇒　１８：３０ 東京駅発車　⇒⇒　２０：３０ 三島駅到着

解散
平成２５年�７月５日�金曜日�  19時30分�より

ブケ東海三島     

           

出席者�  杉山　隆　米山晴敏　小林　勝　山本良一　

　　　　　　加藤正幸　山田定男　矢岸貞夫　土屋　巧

　　　　　　太田政人　山口雅弘　石井和郎　宮澤正昭

欠席者� 山本　章�        

オブザーバー� なし�        

司会者� 加藤正幸   �  

           

①①２５周年について�    

　　第４週の大房君の卓話でクラブフォーラムを実施する。

�    

　　研修リーダーに澤田君を推薦するか今後検討�    

②欠席者メイクアップの件�    

　　欠席者にメイクアップ情報を出す。�    

③会員増強の件�    

　　第３例会に会員増強のためゲストに例会、出席を要

請する。�    

④奉仕委員会の件�    

　　３年後の自分への手紙の封筒への入れ込み作業を

例会中に行なう。�    

⑤親睦委員会�    

　　家族会の内容について検討する。�    

⑥ＳＡＡ委員会�    

　　例会中の禁煙について今後ＳＡＡで検討する。�    

     

第１回理事役員会報告

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。

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

委員長　岡　良森君会場監督委員会

　例会やその他の会合で、会が秩序正しく楽しい雰囲気

で運営されるための進行役を務めることが求められてい

ると思います。「定刻３分前です！」の第一声を聞いた会

員の皆様が「今日もいつもの例会が始まるんだ」と安心し

ていただける様に淡々と進めてまいりたいと思います。ま

た、食事時間の調整など当日のスケジュール管理を的

確に行い、卓話予定者などに失礼の無いよう努めます。

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。

委員長　服部光弥君社会奉仕委員会

　昨年同様に三島市内14小学校、函南町内5小学校へ

「3年後の自分への手紙」プロジェクトを実施しました。

また24年度に実施回収した三島市内14小学校865通。

函南町内5小学校338通。合計1203通を8月10日に発送

しました。また8月1日、2026地区主催の富士山清掃活

動には山本ガバナー補佐をはじめとする12名の皆様に

参加いただきました。

ご協力ありがとうございました。

委員長　兵藤弘昭君国際奉仕委員会

第１３回タイ放置自転車贈呈事業のご報告　

　国際奉仕委員会の主な仕事は申し上げるまでもなくタ

イ国への放置自転車贈呈事業です。当年度事業は昨

年１１月２３日実行し自転車贈呈および学校図書贈呈を

無事終了いたしました。会長幹事をはじめパスト会長の

ご参加もあり、充実した合同式典となりました。当せせら

ぎ三島ＲＣでは今回を含め通算１３年合計贈呈数７０００

台以上の自転車を現地子供たちに送り届けた実績は、

他クラブをはるかに凌駕しておりました。現地スリウォン

ＲＣの例会に出席した際に、他ロータリークラブが浄水

器の寄付を１５０万円行ったと自慢げに話した後、当クラ

ブ会長が１３年、７０００台の寄付とお話したところ、会場

は水を打った静けさとなり他クラブを沈黙へといざないま

した。畏怖させる当クラブの実績で、優越感を感じ、大

変気持ちいい体験をさせていただきました。これはひと

えに、山口雅弘前国際委員長をはじめ、各所先輩方の

築き上げた積重ねのおかげであると痛感させていただき

ました。また、せせらぎＲＣメンバーの皆様お一人お一人

のご協力があってこその賜物であると重ねて感謝申し上

げます。なお、タイスリウォンＲＣ会長飯田様は当年３月１

１日金曜日の当クラブの昼例会に表敬を兼ねてお越し

いただけるとのことです。その際は、皆様の笑顔でのお

出迎えよろしくお願いしたします。

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

委員長　中山和雄君クラブ奉仕委員会

　私の役割は、皆様がロータリー活動を楽しく有意義に

過されるよう、鈴木会長の年度テーマ「明るく楽しいロー

タリー」を遂行して行く為に各委員長・委員と一緒に毎週

の例会場が楽しく、また会員の皆様各自の一週間の仕事・

等々、の疲れが癒され安らぎの場になるように努める事

だと自覚し、早、半年が過ぎましたがお陰様で各委員会

の委員長また委員の皆様のお蔭で私は何も意をなすこ

となく、明るく楽しいロータリー例会がなされています。あ

りがとうございます、残りの半年もよろしくお願いいたします。

２０１５年～２０１６年度
国際ロータリー　第２６２０地区　静岡第２分区

ＩＮТＥＲＣＩТＹ　ＭＥＥТＩＮＧ

登録受付　　　　　　　　１２時３０分～１３時００分

全体会議　　　　　　　　１３時００分～１４時００分

　　　　　　　　　　　　　　　　　　司会　岡良森　山口辰哉　勝又佳員

開会点鐘　　　　　　静岡第２分区ガバナー補佐　　山本良一　２分

国家・ロータリーソング　　　　　せせらぎ三島RC　 　土屋巧　　５分

開会の言葉　　　　　　　　　　　　IM実行委員長　 　矢岸貞夫　３分

来賓・ゲスト紹介　　　　第２分区ガバナー補佐　 　山本良一　５分

参加クラブ紹介　　静岡第２分区ガバナー補佐　　山本良一　５分

黙　祷　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　司会者

ホストクラブ会長挨拶　　せせらぎ三島RC会長　　 鈴木政則　３分

幹事報告・出席報告　　　せせらぎ三島RC幹事　　石井邦夫　３分

ガバナー補佐挨拶　　岡第２分区ガバナー補佐　　山本良一　５分

ガバナー挨拶　　　　　RI第２６２０地区ガバナー　　野口英一　５分

来賓祝辞　　　　　　　　　　　　　　　　　三島市長　　豊岡武士　５分

次年度ガバナー補佐紹介　分区ガバナー補佐　　山本良一　２分

次年度ガバナー補佐挨拶　年度ガバナー補佐　　亥角裕巳　５分

閉会点鐘　　　　　　静岡第２分区ガバナー補佐　　山本良一　２分

　　　　　　　　　　　　　　(休憩　１０分)

記念講演　　　　　　　１４時１０分～１５時１０分

講師紹介　　　　　　　　　　　　　　IM副実行委員長　　服部光弥

　　　演題　　　　テーマ　「～思いが伝わる声・言葉～」

　　　講師　　　　フリーアナウンサー　　　　平山佐知子様

　　　　　　　　　　　　　　(休憩　１０分)

懇親会　　　　　　　　１５時２０分～１7時００分

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　司会　親睦委員会

開宴の言葉　　　　静岡第２分区ガバナー補佐　 　山本良一　３分

アトラクション

乾杯　　　　　　　　　せせらぎ三島RCパスト会長　　兼子悦三　３分

ロータリーソング　手に手つないで　　せせらぎ三島RC　　土屋巧

閉宴の挨拶　　　　　　　　　　　　　　IM副実行委員長　　 小林勝

本年３つの事業計画を予定しました。

①９月１８日（金）長泉町池田副町長による町制報告、近隣

行政を知る事で、メンバ－の情報として生かしていただけ

ればと思います。

②職業と趣味のアンケ－ト取り１月１５日（金）配布

メンバ－お互いの職業と趣味を知る事で仕事の上で役立

てていただければ、なお同じ趣味の方と楽しい結びつきが

出来れば良いと思います。

③１月２２日（金）赤十字血液センタ－小野田様によるセミナ－

輸血用血液の現状を知る事で、今後の献血の協力、広報

活動などに理解とお願いできればと思います。

１月を持って、とりあえずすべての計画予定を終了しました。

委員長　加藤正幸君職業奉仕委員会


