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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

下の子をごく当たり前の様に指導していました。近所では

ガキ大将がいて、近所の子供を集めて遊び方を教えたり、

年下の者が年上の者の言う事に従うのが常でした。つまり

先輩は怖いもの、兄は強いもの、お父さんお母さんは尊敬

するもの、と自然に教えられていました。昔もいじめはあっ

たと思うのですが、じめじめとしたものでなく、むしろ強く生

きる為のものであった様に思います。それが今はどうでしょ

う。その関係がかなり崩れてきている様に思います。一人

っ子が多くなり、兄弟間では兄弟愛もなく、孤独で自分の

部屋に閉じこもり、パソコンゲームに夢中になっています。

したがってそこにはガキ大将もいなければ、コミュニケーシ

ョンもありません。自分一人の世界だから、他人に気を使う

必要もなく、つまり人間関係の微妙な気くばりも必要が無い

為に、それが身につかない事になります。更に中学・高校

になると受験勉強に忙しく、友達と遊ぶ時間さえありません。

テレビやインターネットの情報ばかりが頭に入り、社会との

繋がりが薄れてしまうと、高校・大学を卒業し、いざ通常の

企業への就職という時、どうなるのでしょうか。昔の様に幼

い時からその時その時の立場のコミュニケーションで教え

られていない子供達の中には、自由の身で人に拘束され

たり支配されたりすることを嫌い、ニートやフリーターを好む

人が多くなるのではないかと心配になります。その中、私

達当クラブでは、子供達を社会に触れさせる場を提供しよ

うと、青少年育成セミナーや職場体験学習を開いたりいた

しました。僭越ながら私も少々携わらせて頂き、とても勉強

になりました。これからの世を背負っていく子供達が、どん

な場面でも挫けず、柔軟に対応できる子供に育ってくれる

様に、社会全体・親も先生もそして私達ロータリーアンも真

剣に取り組んでいく必要がある様に思います。お互い協力

し合い明るい日本を作って行きましょう。

幹事報告

入会記念日

会員誕生日

幹事　石井邦夫君

米山晴敏君：ソウルの国際大会に行って来ました。足に血

豆が出来て痛いです。いい経験になりました。スマイルし

ます。

片野誠一君：先日のテーブル会、欠席して申し訳ありませ

んでした。

太田政人君：6月1日、仁科川のアユ釣り解禁となり、さっ

そく行って来ました。まずまずの釣果でした。川の状態も良

く、今年は豊漁が期待できそうです。

土屋　巧君：北海道の子供さん発見されて本当に良かっ

たと思いました。だからというわけではありませんが、早退

させていただきます。山口さんごめんなさい。

石井司人君：仕事が立て込んでいてホームクラブの出席

が少なくてすみません。

山口辰哉君：今日卓話です。忙しくなくてもお帰りいただ

いて結構です。

岡　良森君：先週、北海道新幹線と岩手三陸鉄道の旅に

出かけてきました。春の東北の旅、最高でした。

勝又佳員君：本日途中退席させていただきます。

鈴木真知子君：早いものでもう水無月の始まりです。用事

で早退させていただきます。すみません。

兵藤弘昭君：今月で本年度も終わりなのでスマイルします。

小島　真君：先日、無事に新事務所に引っ越し出来ました。

これからも仕事に、プライベートに頑張ります。感謝です！

Ｄテーブル：5月27日、Ｄテーブル会を行いました。残金ス

マイルします。

スマイルボックス

6月21日　大房正治君
6月21日　山田定男君
6月27日　山口雅弘君
6月22日　太田政人君
6月22日　澤田　稔君
6月22日　中村　徹君

　皆様は私と同じ世代です

からおわかりになると思いま

すが、私達が育って来た時

代はそれぞれの立場の人

達が、それぞれの立場の責

任において、それなりに教え

教えられて成長してきました。

どこの家庭でも子供が多く、

その為に兄弟は上の子が

矢野敏夫君（三島西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、小林君、杉山（隆）君、仲原君、

中山君、兵藤君、矢岸君、山本君、米山君

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

２９/３２　　 　　　９０．６３%　　　　２９/３２　　 　　　９０．６３%

２４/３５　　 　　　６８．５７%　　　　　　　　  　　　　　３６名

１．次週例会は米山梅吉記念館で行います。

委嘱状

　八方美人という言葉が良く使

われます。この八方美人という

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

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

委員長　中山和雄君

クラブ奉仕委員会・クラブ研修リーダー

　早いもので1年がたちました。今年度はいろいろな行事

が多く、鈴木会長・石井幹事そして山本ガバナー補佐・

土屋ガバナー補佐事務局お疲れ様でした。また各委員

会の委員長をはじめ委員会の皆様それぞれのお役目ご

苦労様でした。私もクラブ奉仕委員長・クラブ研修リーダ

ーを1年間務めさせていただきましたが鈴木会長の「明る

く楽しいロータリー」を遂行する為に各委員長や委員会の

皆様のおかげでいろいろな行事もすべて、明るく楽しいせ

せらぎ三島ロータリー鈴木年度であったと考えます。ありが

とうございました。

　最後になりますが次年度も変わらぬご協力をお願いいた

します。

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

　３年間のSAAの締めくくりとして、１年間委員長を担当さ

せていただきました。例年になく行事の多い年でした。通

常の例会では淡々と進めることを心がけました。毎月の第

一例会だけは、ネクタイを着用し厳粛性を醸し出すように

努めました。他クラブとの合同例会等では、司会者用の

台詞原稿を事前に作成し粗相のないよう努めました。しっ

かり準備をすることで安定した運営ができたと思っておりま

す。山口副委員長、勝又委員とも連携しあいながら運営

することができました。

委員長　遠藤修弘君広報委員会

　せせらぎ三島ロータリーのクラブ活動や奉仕活動を地

域社会に発信し、１人でも多くの方がロータリークラブに関

心と理解をもっていただけるよう取り組んでいく。ということ

で目標を掲げました。具体的な活動計画のうちの３つ

１、クラブの活動や奉仕活動を地域のメディアに情報提供

し、活動が紹介されるよう努力する。

２、ロータリーバッチ、常時着用の促進。（例会時は、常時

受付に3つ置いてくようにします。）

３、ロータリーのさまざまな情報が得られるマイロータリーへ

の登録をみなさんに紹介していく。

１つ目の「クラブの活動や奉仕活動の情報発信」ですが、

夏の家族例会での源平川の清掃について、新聞社に情

報提供を行いました。その後は、広報として活動が後手

後手とになり、もっと情報発信ができたかなと反省しており

ます。２つ目は、「ロータリーバッチ、常時着用の促進。」事

務局にお願いして、常時受付に予備を備えつけるように

致しました。３つ目、「マイロータリーへの登録をみなさんに

紹介していく。」みなさんにマイロータリーについて卓話で

紹介させていただきました。そしてさらに紹介だけでなく、

会員のみなさんの登録をどのようにしたら進められるか考

えましたが、登録にはインターネットにつなげた環境が必

要で、例会時にパソコンをお持ちになっていただくことだ

けでは登録できない。ということから、なかなか進まず登録

の推進していくことまできませんでした。この件については

次年度引き継ぎになります。

委員長　石井司人君情報・文献委員会

１）ロータリーの友及びガバナー月信の購読の推進を行った

２）もう少しロータリー情報をメンバーに発信することがで

きなかった。（反省）

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

委員長　杉山　隆君会員増強・維持委員会

　2015年6月開催の地区会員増強維持セミナーへ出席し、

2015～2016年度に向けて、会員増強　男性2名・女性2名

の新会員入会計画を立てました。

　その具体案に沿って活動するも、残念ながら会員増強

に至らず、2016年5月例会内の委員会報告の中で、再度

具体案を全会員で見直し、その提案内容にて2016～

2017年度の会員増強委員に引き続き託したく考えております。

委員長　石井和郎君プログラム委員会

　もしもの為に卓話の資料を1通ポケットにしのばせており

ましたが、使う事もなく、皆様のおかげで1年間つつがなく

プログラムを進行致しました。ありがとうございました。

委員長　加藤正幸君職業奉仕委員会

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出来ればと思います。

　３つの計画を無事終了する事が出来ました。

ご協力有難う御座いました。

委員長　杉山順一君親睦活動委員会

 1年間ありがとうございました。本当に皆さまに助けられて

やり切れた親睦委員長だと痛感しています。2015年親睦

委員長の服部光弥君に「順ちゃんに本当に感謝していま

す」と言って頂き、そのときはあまり実感がなかったのです

が、今回親睦委員長をやらせて頂き皆さんにも感謝してい

ますがその中で「原兄多君本当にありがとうございました。

正直、原君が親睦委員会にいてくれたから何とかやり切る

事ができました。」この事を実感した親睦委員会でした。

委員長　田中錦城君出席委員会

★�一年間修正出席率１００％�  

 石井邦夫 �加藤正幸 �鈴木政則 鈴木真知子�中村徹� 

　兵藤弘昭 　矢岸貞夫　�山口辰哉�　山口雅弘�　

　山本良一�　米山晴敏� 　　　　　　　　　　　　   　１１　名�

★ノーメークの日はありましたが、一年間を通じて出席日

　数が実際の年間例会数を超えている方�  

　石井和郎　�小林勝　�杉山順一� 田中錦城�　服部光弥�

　原兄多� 山田定男　　　　　　　　　　　　　　　   　７　名�



次 回 例 会

３月13日（土）（12日の振替）

植林事業

ロータリー世界各地から

ＲＯＴＡＲＹ　ＷＯＲＬＤ

会員誕生日 ４月２日　　山本良一君

４月29日　　石井邦夫君

４月６日　　大房正治君

４月16日　　小林　勝君

４月20日　　岡　良森君

４月30日　　土屋　巧君

入会記念日
�     

平成22年�５ 月�21 日�金曜日�19時

30分�より�

ブケ東海三島�     

           

出席者� 西原次期会長� 内田次期幹事� 中村� 

太田� 　　　　小林�  山梨� 渡辺� 矢岸� 

土屋� 石井邦　　　　山田�

欠席者� 宮沢�        

司会者� 内田次期幹事�   記録者� 山田�  

           

①次年度予算案の件�     

　会員数３６名含め次年度予算了承されました

　収入特別会計６０万了承されました

　支出週報ホームページビルダー予算了承されました�          

②次年度プログラム案の件�     

　了承されました�          

③地域開発･植林事業の件�     

　三島市箱根の里斉藤所長に話しをしたところ植林

　場所が無いとのことで一時保留�          

④新会員フォーローの件�     

　パスト会長様に協力いただき受け付けに参加いた

　だくこと決まりました�          

　出席率向上に向けた話がありました�          

           

 例会中の煙草５分程度の時間を設けること・・・

　携帯電話のマナーモードの推薦の話しが決まりま

　した

前年度開催理事役員会報告

クラブ協議会

平成２６年３月７日�金曜日�  ブケ東海三島     

           

出席者�  山本良一　矢岸貞夫　太田政人　宮澤正昭　

　　　　　　 山田定男　杉山　隆　加藤正幸　土屋巧

　　　　　　石井和郎　米山晴敏　　

           

①２５周年の件�    

　　委員会ごと会合、例会の中でできるだけ開催

②２５周年歩みの案内を打ち合わせていく� 

� 

第１０回理事役員会報告

◎ 結 び に 、 せ せ ら ぎ 三 島

ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞの益々のご発展と皆様

方の御活躍を心よりご祈念申し上げま

す。

委員長　山田定男君職業奉仕委員会

石井司人君：6人目の孫が産まれました。ちなみに男女の

割合は３対３です。

岡　良森君：２週お休み失礼しました。山口さんとの東海

岸珍道中！若干のトラブルもありましたが最高に楽しい旅

でした。

兵藤弘昭君：本日、車を洗車した時プリペイドカードの残

高がなくなり洗車機が動かずにおりました。後ろの洗車待

ちの方に申し訳なく思っておりましたら笑顔で対応してい

ただきました。その方は鈴木政則さんでした。人間の器の

大きさがわかりました。

遠藤修弘君：今日卓話をさせていただきます。30分もつか

な？しばらくの時間お付き合いください。よろしくお願いし

ます。

スマイルボックス

今日の料理

中村　徹君：先週はつたない卓話ですみませんでした。

11日(土曜日)には、夫婦で郷里、丹後の宮津に行ってき

ました。母が96歳を前に、先月介護施設に入所したばか

りですが、朝晩、母に話しかけても、体力気力も失せ、「ベ

ッド」で横たえているばかりでした。母には感謝の言葉しか

ありません。急変時には弟に任せて、最期の別れの写真

と思って撮ってきました。

山口辰哉君：会長・幹事を始め理事役員の皆さま、一年

間お疲れ様でした。スマイル不足分、併せて本日別に会

合があり超早引けをします。いろんなこと含めてのスマイ

ルです。

山田定男君：この年になるといやな誕生日です。

澤田　稔君：今のせせらぎ三島ＲＣは頭脳明晰な若者が

多くはつらつとしていて将来の発展間違いないと思います。

石井邦夫君：本日、クラブ協議会です。各委員会の委員

長様1年間の活動報告よろしくお願いします。1年間ご苦

労様でした。

矢岸貞夫君：本日休みますのでスマイルします。

勝又佳員君：先週テーブル会欠席させていただきました。

申し訳ございませんでした。

小島　真君：毎日幸せな日々を送っております。感謝。

篠木喜世君：本日途中で失礼して仕事に戻ります。心は

卓話の委員会報告の皆様のもとに。（泣）

Ｅテーブル：Ｅテーブルの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

委員長　内田憲一君会計・クラブ細則委員会

　１年間、特別な事はありませんでした。ありがとうござい

ました。

委員長　矢岸貞夫君ＩＭ実行委員会

ＩＭ実行委員会は、山本ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐のもとｸﾗﾌﾞ全会員

の協力を得て２月20日ＩＭﾃｰﾏ「ｺﾐﾆｭｹｰｼｮﾝ力を高

め仲間をふやそう」と掲げ、記念講演、合同例会、懇親

会などに、180名参加者全員が最後まで楽しんで頂いた

事に感謝申し上げます。

小林勝さん、服部光弥さん両副委員長には協力を頂き

有難うございました。

委員長　兵藤弘昭君国際奉仕委員会

　国際奉仕委員会の次年度の主な活動はタイ国への放

置自転車の贈呈です。次年度もスリウォンRCの信頼関係

に基づき引き続き実施してまいりたい所存です。なお地区

補助金につきましては昨年度同額上限である20万円を申

請し承認されました。しかしながら円高ドル安が進行し、現

在の為替レートで推移した場合、財団からの補助金は日

本円建てで１５％～２０％の減額される可能性がございます。

開催日時につきましては中国の春節を避けた平成29年2

月10日（金）に贈呈式を行う予定です。また贈呈地域に関

しましては、現在関係各位との調整と行っております。

国際奉仕委員長として何分にも不行き届きが多々あるか

と存じますが、誠心誠意与えられた使命を全うする所存で

ございます。引き続き皆様のご協力を賜りますようお願い

申し上げます。

委員長　山田定男君東日本大震災復興委員会

　岩手県大槌町の支援を基本に活動を行いました。本年

は現地訪問に行けませんでしたが、私達の地元　三島市・

長泉町の方々に、当時の様子また現在の様子を見て、「改

めて思い起こす事」での啓蒙活動（パネル展）を2会場で

行いました。

1.　2015年11月15日　三島文化会館　小ホール入口

2.　2016年　2月27日～3月6日　長泉町役場玄関ホール

今日の料理

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時小学校、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。

9月6日の家族会では2年目となる源兵衛川の清掃を三島

グラウンドワークと協働で実施致しました。

みなさま、ご協力ありがとうございました。

また次年度も引き続きよろしくお願いします。


