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会長挨拶

司会：山口辰哉君　指揮：勝又佳員君

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１１回理事役員会報告

開催日　　平成２８年５月１３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・石井幹事

～６月第１週まで変更はありません。

２・熊本震災について・鈴木会長

熊本震災の支援要請がありました、１人1,000円以上の寄

付金（36,000円）を募り、クラブからの4,000円をプラスして

40,000円を送る事を承認された。

３・国際奉仕委員会・兵藤委員長

次年度のタイ自転車贈呈式がスリオンRCと来年2月10日

で決定しました、

詳細についてはスリオンRCと協議します。自転車贈呈式

は承認されました。

４・その他

IM・矢岸実行委員長

追加予算が承認されていましたが、山本ガバナー補佐より

『補佐予算から捻出する』と提案があり、当クラブからの特

別予算は使わないこととなりました。

三島RC60周年記念GG事業協力について・米山

三島RCから国際グローバル補助金を使用しての奉仕事業

に当クラブに協力要請がありました。当クラブは協力するこ

とで承認された。

せせらぎ三島ロータリークラブ 検 索

　最近では売上低下による倒産が増加していると聞きます。

売上が低下している会社を見ると、体質改善・事業の多

様化・扱い商品の絞り込み等各種の事業転換期にすべき

チャレンジをしていないケースが多い様に思います。そこ

で今日は、これらの欠点をクリアする為の体質改善につい

て少し考えてみたいと思います。企業の体質改善をする

為には何が大事なのでしょう。人の上に立っておられる方々

に対して、私ごときが申しあげる様な事ではないと思いま

すが、私が考えるには経営者が時代の先を読み、その時

代の変化に対応できる経営方針を立て、実行していくしか

ないと思うのです。その為にはまずは先見性を身につける

事が必要でしょうし、その先見性を身につける為には、社

会情勢に常に気をくばっていなければなりません。経営環

境や社会環境が今後どの様に変化していくのか、その将

来を見すえ、今後自社の事業が社会的に見て有効か、自

分の仕事がビジネスとして成り立つものかをよくよく考え、

行動することが大事なのではないでしょうか。そして今まで

のものを反省し、時には苦しくても全否定しなければ新しい

ものは生まれてこない場合もあります。改革意識を常にもっ

て新しいことにチャシンジし、うまくいかない場合は、すかさ

ずチャレンジを止める決断も必要でしょう。　５年先・１０年

先はもとより数年先をも考えて、会社を改革しょうとする意

識がなければ、これから先の環境の変化にはついて行け

ないと思うのです。もちろん、経営者は全責任が自分にあ

るということを常に自覚していないと改革意識など持てま

せん。そして体質改善の一つの方法として将来をみつめ、

先を読み、具体的に実行する、このチャレンジ精神で乗り

越えて行きたいものです。

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２９日　石井邦夫君
４月３０日　土屋　巧君

　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

大藤幸司君（長泉ＲＣ）

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、篠木君、田中君、

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

２８/３４　　 　　　８２．３５%　　　　３２/３４　　 　　　９４．１２%

２７/３４　　 　　　７９．４１%　　　　　　　　  　　　　　３６名

１．例会情報

　　三島西ＲＣ　　 ５月１９日（木）→２２日（日）

　　　　　　　　　　　三島市国際交流フェア　

２．米山功労クラブ感謝状がまいりました。寄付金額が

100万円を超えるたびに表彰されます。我がクラブは５回

目です。

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

　　　　　

出席委員会

広報委員会

委員長　石井和郎君

加藤正幸君：みしまびと惑うの映画試写会（５/21土）韮山文

化センターに見に行く予定です。どんな映画になったか楽し

みです。

山本良一君：熊本地震の災害復旧工事に静岡ガスの要請に

より当社の社員が2週間行って来ました。1日も早い復旧を願

っています。

兼子悦三君：年令が離れた澤田さんが元気に出て来てくれま

した。

澤田　稔君：年令が離れた兼子さんが元気に生存しているか

どうか確認に来ました。

小林　勝君：本日卓話です。よろしくお願いします。

杉山　隆君：休みが多くてすみません。又、会員増強お願い

いたします。小さな情報でもいただけたら私、杉山すぐ動きます。

ぜひぜひよろしくお願いいたします。

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

今日の料理

卓話

委嘱状

米山梅吉記念館運営委員　遠藤修弘君

小林　勝君

私　この２月でめでたく還暦をむかえました。還暦は人生

の折り返し点といわれますが、年齢的に言えばとうに後半

戦に入っています。野球なら７回の裏ぐらいです、この人

生の後半戦をいかにすごすか考えましてある会を作ること

にしました。

「自分の年は自分で決めれる会」です。具体的にいいます

と私の年は２８歳です、なぜ２８歳かというと２０代前半はま

だ青く経験不足は否めません、これが３０歳ですともう大人

で分別ある行動が求められます。

まだ分別ある行動には自信がないので２８歳がちょうど良

いのです。これを自分の年が６０歳だと認識し続けると脳

から身体と心に指令が行き「お前はもう６０歳なんだからそ

んな事しちゃ駄目だよ」とか体力的にも「もう６０歳なんだか

らそんな事すると怪我をするよ」と言ってきます。これでは

アグレッシブな後半戦はむかえられません、ですから脳に

自分の身体は２８歳なんだと言いきかせまだまだイケイケ

のやっちゃえ小林で行きたいと思います。

　そしてもうひとつ人生の後半戦は楽しく生きて行こうかと

おもいます。楽しい時間はあっとゆう間に過ぎるとおもいま

せんか？旅行に行った時など出発したかと思うとすぐに帰

国日です。ところが反対に嫌なことや辛いことは時間がた

つのが遅くかんじませんか？人生も一緒で楽しいと年をと

りません、辛いことばかりだと年をとるのが早いんです。私

はこれからも楽しいことばかり考えて生きていきます。後輩

のみなさまご協力お願いします。
ＩＴ広報委員会

山口雅弘

クラブでのボランティア活動など、隠匿の美として表に出

したがらない人もおりますが、ロータリーのイメージを前面

に出し、会員増強を図る。メディアを利用し、ソーシャルネ

ットワークも利用する。ＭＹ　ＲＯＴＡＲＹを最低でもクラブ

会員の50％以上を登録する。また、クラブの目標を10以

上登録しその中で2つ以上の項目を達成する。

ＩＴ・広報部会　山口雅弘君
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