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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８回理事役員会報告

開催日　　平成２８年２月５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・IM委員会

司会者　　石井邦夫

議題

１・プログラム変更・２月第２週～３月第１週まで・石井委員長

変更無し

２・東北震災復興委員会のパネル展示会について・山田

復興委員長

復興委員会が震災パネル展示会を長泉町と交渉し、長泉

町１Fエントランスにて展示会決定。3月7日～3月11日まで

期間。3月4日１７：００から当所で準備。3月11日１７：００から

撤収。絆シール・パネル製作予算１０万円。承認された。

３・２月２０日IMについて・矢岸委員長

送迎バス・三島駅・田町駅経由運行・三島RC１４名・三島

西13名。参加人数・講演会１８８名・親睦会・１６８名（会員数

２６０名）式典プログラム・前回決定通り。設営等・前回決定

通り。予算等・カメラマンは依頼しない、クラブ会員撮影。

IMの多少の追加予算はクラブが負担する、事後報告する

ことで承認された。

４・春の家族会について・杉山委員長

3月27日（日曜日）韮山散策BBQタイムスケジュール10時

例会・反射炉周辺２世界遺産散策・高原ジュースからミス

高原までウオーキング到着後BBQ。

参加者・全員参加・大人（18歳以上）4,000円・小学生～高

校生2,000円・以下無料・全体予算416,250円・なるべくバス

同乗でお願いする。（三島駅、田町駅、ブケ東海）計画、

予算、共に承認された。

５・浜岡原発見学について・石井幹事

浜岡原発を見学する案が出たが『クラブ事業としての委員

会はどこか、PGは』『原発についての賛否両論あり、目的

提示が難しい』『タイムスケジュールが解らない』『日程、予

算等詳細分からず検討出来ない』。来年度以降の検討とした。

　　　

せせらぎ三島ロータリークラブ 検 索

ませんでした。今考えると、毎年訪れるこの良き時期を何

の感動もなく、何年も過ごしていたのかと思うと心が痛みま

す。きっと皆さんは、バリバリ仕事をしておられても、時には

桜を見て楽しむ余裕があるでしょうが、不器用な私は仕事

をしていた時は今より少なからず懐には余裕がありましたが、

心の余裕はまったくありませんでした。でも仕事を辞めてか

らのここ数年、桜の咲くこの時期がとても楽しみとなりました。

桜の咲く場所・種類・色・時期又散る様などなど・・・桜には

人の心を動かす魔法の力がある様に思います。仕事をし

ていた頃の殺伐とした心では到底なりえなかった心にして

くれます。心に余裕ができれば、おかしなもので人の気持

ちも良くくみ取れるし、感謝できる様になるものです。桜を

眺めながら、自分の心の変化に気づかされ、はた又、散り

ゆく桜吹雪に無情を感じたりもします。年を重ねると云う事は、

身体は全て下降線をたどりますが、心は豊かになっていく

ものですね。この時期は冬の寒さから解放され、桜を眺め

ながら年をとるのもまんざらではないな、と思う今日この頃

です。

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

４月７日　仲原実圭君

　さて今日は、基礎代謝に

ついて触れて見たいと思い

ます。誰しも男性は４２歳、

女性は３３歳の厄年を迎え

る頃から悲しいことに体脂

肪の蓄積が始まり、中年肥

満をおこしやすくなるそうで

す。ではなぜ中年になると

木下玲子さん（田中君のゲスト）

ようこそせせらぎ三島
ロータリークラブへ

今日の料理

石井（和）君、石井（司）君、内田君、遠藤君、岡君、小島君、

篠木君、杉山（順）君、中山君、服部君、矢岸君、山口（雅）君、

山本君

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

２０/３２　　 　　　６２．５０%　　　　２８/３２　　 　　　８７．５０%

２０/３３　　 　　　６０．６１%　　　　　　　　  　　　　　３６名

１．4月10日（日）は地区研修・協議会です。次年度理事・

役員の皆様よろしくお願いいたします。

委嘱状

　日本全国、桜の開花を聞く良

い時期となりました。皆様はもう

花見はされましたか。ここ数年、

桜が咲くこの時期になると、５年

前まで必死で仕事をしていた

自分を思い出します。寝てもさ

めても頭の中は仕事・仕事で、

桜を眺める余裕などとてもあり

米山梅吉記念館委員会委員　矢岸貞夫君

米山梅吉記念館委員会運営小委員会　加藤正幸君



ロータリー世界各地から

ＲＯＴＡＲＹ　ＷＯＲＬＤ

親睦委員会 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

開催日　　平成２８年３月４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

司会者　　石井邦夫

議題

１・プログラム変更・３月第２週～４月第１週まで・石井委員長

変更無し

２・タイ、スリオンロータリークラブ飯田会長来訪について・

兵藤委員長

3月11日飯田会長例会出席。

３・春の家族会について・杉山順委員長

3月27日春の家族会について、全員参加、予算、内容につ

いて説明。詳細は第8回理事会で説明されているので、全

て承認された。

４・会員増強について・鈴木会長

会員増強の推進への取り組みについて説明。

会員増強に向けての本音アンケート実施・杉山隆委員長

が集計し発表する。

　　　

第９回理事役員会報告

　　　　　

出席委員会

広報委員会

委員長　石井和郎君

杉山　隆君：休みが続きました。すみません。又、会員増強の

ご協力よろしくお願いいたします。

小林　勝君：所用の為、早退します。

スマイルボックス

ロータリー財団セミナー報告

ＲＯＴＡＲＹ　ＮＥＷＳ

4月10～15日、米国シカゴで国際ロータリー規定審議

会が開催され、世界中から集まる代表議員がロータリ

ーの組織規定に関する審議を行います。

3年に1度開催される規定審議会では、各ロータリー地

区から代表議員が出席し、ロータリーの組織規定を変

更するための立法案を審議し、投票するほか、国際ロ

ータリー理事会への意見表明と推奨を行います。

審議会の最新情報と投票の集計結果：4月11日よりMy 

ROTARYからご覧いただけます。

今回の審議会に提出された立法案には、クラブ例会

の時間や運営方法に柔軟性をもたせることで会員増

強を意図した案件が多く含まれています。また、会員と

しての要件を改正する立法案もあります。

規定審議会では過去何十年にも渡り、代表議員によっ

て、出席要件や会員資格を含むあらゆるロータリーの

方針に関する討論が重ねられてきました。この5日間の

会合は、ロータリーに変化をもたらす最も重要な会合の

一つであり、急速に変化する社会の動きに沿って組織

を見つめ直す貴重な機会となります。

規定審議会

3年に1度開催される規定審議会では、クラブや地区、

理事会などから提案された立法案の審議と投票が行

われます。組織としてのロータリーの運営について、ロ

ータリアンが意見を表明する場となります。

審議会で行われること

審議会では、各ロータリー地区から派遣された代表議

員が、提出された制定案と決議案を討議し、投票を行

います。「制定案」はロータリーの組織規定に変更を加

えるもの、「決議案」は意見を表明したり、RI理事会へ

の提案を示す案件です。

RI理事会は、審議会で採択された決議案と、審議会

から理事会に回付された案件を討議し、決定を下します。

ロータリー規定審議会が4月10～15日に開催

「医・農・食・楽からの提言」

卓話

　アドミラルキャピタルでは、投資を通じて会社の事業価

値を維持するまたは高めることを主たる業としており、その

中の一つとして海外の投資も行っており、現在は米国の

金の鉱山を経営して売却活動をしています。

　金の鉱山とは、山を崩して金を抽出して金を生産するこ

とですが、現在は品位の低い山が中心であり毒性のある

化学物を使用して金を抽出しております。したがって、鉱

山経営に重要なのは、安全性を確保することと、化学物

によって自然環境を破壊しないようにすることが非常に大

事です。

　また、金は世界経済や政治の動向により、価格が日々

変動していることから、金価格の動向によって金の生産コ

ストを調整しなければならないという性質を持っており、日々

取り組まなければならないことがらの多い業種です。

　この鉱山会社は米国内の新しいスポンサーに今後の事

業を託したいと思っておりますが、通常は国内の企業の事

業承継や相続税対策等のご相談が主なものとなります。

　投融資を通じて事業価値のある企業がきちんと事業の

維持ができるよう、今後もつとめていきたいと思っております。

 

今日の料理

卓話

アドミラルキャピタル株式会社

木下玲子さん

委嘱状

米山梅吉記念館運営委員　遠藤修弘君

開催日　　平成２８年４月１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

司会者　　石井邦夫

議題

１・プログラム変更・４月第２週～５月第１週まで・石井委員長

今月の変更はありませんが、5月20日久保栄子君の卓話を

杉山増強委員長の会員増強推進のアンケート集計結果

報告及び会員増強についての卓話に変更。

２・地区補助金申請について・兵藤国際委員長

来年度のタイ自転車贈呈事業の実施にあたり3月に地区

補助金セミナーに出席しました。補助金申請は20万を予定

しています。

実施は2月10日を予定しています、詳細は7月になってから

スリオンの計画が確定してからになります。当初予定は11

月21日でしたが、地区大会と重複したための変更です。例

年と時期が違いますので参加して頂ける方はご注意ください。

３・IM報告書作成について・矢岸IM委員長

IMではご協力ありがとうございました。IM報告書を作成する

に当たり、カラー印刷で作成する。その為の予算承認をお

願いします。また、当初予定していなかったIM補助金20万

が入りました。出入りはありましたが当初予算内で終了しま

した。カラー印刷にすることは承認された。

４・その他・次年度幹事

４月１０日の地区研修協議会の審議承認をお願いします。

三島西RCとバス相乗りで行きます。費用は北伊豆観光バ

ス代６万。朝食、飲み物１人１，０００円。反省会は例年と同

様にしたい。承認されました。

第１０回理事役員会報告


