
第1282回 例会

　　副会長 山口辰哉　 幹事 米山晴敏　

会長　中山和雄君

2016.７．１（金）晴

SESERAGI-MISHIMA
ROTARY CLUB
WEEKLY REPORT

ロータリーソング  「奉仕の理想」

例会場 ブケ東海三島

TEL.055－984－0120

毎週金曜日　第1・第3 夜間例会

2016～2017年度  RI会長  ジョンＦ．ジャーム　

RIテーマ  　　　　　　　人類に奉仕するロータリー　　

クラブテーマ 「出会いに感謝＆ありがとう」 会長　中山和雄

ク ラ ブ

週 報

事務所 三島市中央町4-9 小野住環中央町ビル2F

TEL.055－976－6351 FAX.055－976－6352

http://www.seseragi-mishima-rc.gr.jp

会長挨拶

司会：山口辰哉君　指揮：勝又佳員君

内田君、小島君、田中君

(＊出席免除会員の欠席者　大房君、澤田君）

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

２５/３５　　 　　　７１．４３%　　　　３１/３５　　 　　８８．５７%

３１/３４　　 　　　９１．１８%　　　　　　　　  　　　　　３６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

三

第8回理事役員会報告

平成２５年５月１０日　１３時30分～１３時５０分�      

会議場　　ブケ東海三島�      

出席者　　 太田政人�　石井邦夫�　加藤正幸� 　

　　　　　　　兼子悦三　　山本良一� 山口雅弘

　　　　　　　根津延和� 　石井司人� 宮澤正昭

　　　　　　　土屋　巧　　小林　勝　　久保栄子

　　　　　　　渡邊照芳　　岡　良森　�

司会者�　　石井司人� 　記録者� 　加藤正幸

①卓話　　プログラム変更の件

　5/31　次年度会長　山本良一�   

　6/7　　新会員　兵藤　　　　　6/14加藤�   

②ハンドベル継続の件�  

　次年度25周年記念事業までは継続�      

③東ヶ崎潔記念募金の件�  

　前回通り見合わせ�      

④職業分類の件�  

　前回討議事項の形で進めていく�      

⑤桜の植樹記念碑の件�  

　復興支援先大槌町にて桜の木植樹に同調して記念碑設営、

　費用はメンバ-より募る�      

せせらぎ三島ロータリークラブ 検 索

　この８月で入会２０年になり今年度、せせらぎ三島ロータリ

ークラブ第２８代の会長を務めさせていただきます。一年

間よろしくお願いいたします。

　クラブ計画書と重複いたしますが今年度の我がクラブの

事業目標としては継続事業の、

１、国際奉仕委員会のタイへの自転車贈呈、

２、社会奉仕委員会の三年目の自分への手紙、

３、東日本大震災復興支援委員会の大槌町訪問、

の三項目と各委員会で事業計画を立てている事業です、

皆さんのご協力をよろしくお願いいたします。また前年度

がいろいろな行事で大変で、三年後には当クラブの３０周

年の記念行事が控えている為今年度は対外的には、のん

びり年度とさせていただきます。ただ内部的には２０１６年４

月にＲＩ規定審議会にてクラブ運営に大幅な柔軟性が取

り入られたため戦略委員会の立ち上げや、クラブ定款・ク

ラブ細則・クラブ内部規則の見直し等を検討し、より居心

地の良い、そして毎週の会食の時間が楽しい時間になれ

ばと期待いたします。

　最後に私ごとですが先月の１４日に東京都品川区の東京

ハートセンターに入院し、１７日に大動脈弁形成手術を受

けてきました。処置が早かったため人工弁と取り換えはなく

自分の弁を形成するにとどまり、２５日には退院し２７日から

仕事に復帰できました。サヨナラ例会等２週休会しご迷惑

をおかけいたしました。

　最後に、米山幹事、理事役員の皆様そして会員の皆様

今年度よろしくお願いいたします。

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

小野靖ガバナー補佐（裾野ＲＣ）

芹澤豊ガバナー補佐事務局（裾野ＲＣ）

会員誕生日

入会記念日

幹事　米山晴敏君

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�三島市国際交流"MIRA"より活動報告がありました。

②�幹事として一年間ロータリーを勉強し、縁の下の力で

頑張りますので、御指導と御協力をお願い致します。

理事・役員・各委員長・各副委員長の皆さんにはご迷惑

をお掛けすると思いますが、同じロータリアンとして、同じ

クラブの仲間として見守って下さるようお願い致します。

７月１日　　杉山順一君

７月２日　　渡邊照芳君

７月２日　　加藤正幸君

７月３日　　山田定男君

７月４日　　石井和郎君

入会記念日

会員誕生日



ロータリー世界各地から

ＲＯＴＡＲＹ　ＷＯＲＬＤ

委員会報告
親睦委員会

委員会事業計画

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　山口辰哉君クラブ奉仕委員会

　ロータリーの五大奉仕部門の一つ。

　クラブ奉仕は、クラブの機能を充実させるために、クラ

ブ内で会員が取るべき行動に関わるものであります。

　当クラブでのクラブ奉仕委員長は次年度会長予定者

がなる、ということが暗黙の了解となってきました。その例

に漏れず、私が会長エレクトとしてその任に就くことになり

ました。今年度は「クラブの戦略計画及び戦略計画小委

員会」の立ち上げや、クラブ細則、内規変更等も視野に

入っているようですので、円滑なクラブ運営のみならず

いわゆる"慣習"の見直しも必要ではないかと考えています。

　皆さまの御協力を心よりお願い申し上げます。

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。

会長指針
会長　中山和雄君

　ジョンＦ、ジャームＲＩ会長の２０１６～２０１７年度国際ロー

タリーテーマを、人類に奉仕するロータリーと掲げ、ロータ

リーの一員であることはそのことへの大きな機会だとのべ、

またロータリーを通じて友人と出会い、地域社会とつながり、

目的意識を持ち、人々との絆を育しみ、キャリアを築き、

より大きい奉仕が可能になると言っています。また２６２０地

区の生子哲男ガバナーは楽しいロータリー活動の一年に

とテーマに掲げ次の１０項目を目標にあげています。

１、 会員増強

２、 ＭｙＲｏｔｒｙの活用

３、 ロータリー財団への寄付と補助金の積極的活用

４、 ロータリー米山記念奨学会への理解と支援

５、 ロータリー公共イメージ向上

６、 各委員会事業への理解と参加

７、 ＲＩ会長賞への挑戦

８、 地区大会１１月１９～２０日への登録と参加

９、 ポリオ撲滅あと少しです

１０、 アトランタ国際大会への参加

　そして私は今年度のテーマを「出会いに感謝＆ありがと

う」と掲げさせていただきました、ポールハリスの自叙伝や

米山梅吉翁物語をここで棒読みさせていただきましたが、

いろいろな方との出会いがありロータリーの今日があるこ

とを再確認いたしました。私もいろいろな方々との出会い

があり今日があるわけですが、特に５０歳を機にロータリー

アンとなり皆様との出会いがあり自分自身が形成され大

変感謝しありがたく思っています。

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

鈴木政則君：いよいよ新年度がスタートしました。石井幹

事ともども頑張ります。皆様方のご協力よろしくご協力お願

いします。

石井邦夫君：今年1年間皆様の御協力の程よろしくお願

いします。

米山晴敏君：鈴木会長、石井幹事、一年間身体を大切

に頑張って下さい。

片野誠一君：皆様、新年度も宜しくお願いします。会長幹

事さんご苦労様です。

矢岸貞夫君：新年度がいよいよ今日からスタートです。鈴

木会長、石井幹事1年間大変ですけど頑張ってください。

山本良一君：鈴木・石井年度のスタートです。1年間頑張

りましょう。

兼子悦三君：新しい年度、鈴木政則会長、石井邦夫幹事、

1年間あせらず頑張って下さい。終わりよければ全てよしと

いう事で頑張って下さい。

中村　徹君：鈴木会長、石井幹事1年間お世話になります。

渡邊照芳君：鈴木会長、石井幹事、本年度始まりました。

長いようで短いですので体に気を付け1年間ガンバッテく

ださい。

石井和郎君：鈴木会長、石井幹事、今日からですね。一

踏ん張りして下さい！

山口辰哉君：鈴木会長、石井幹事一年間頑張って下さい。

加藤正幸君：パッケージプラザカトウでは7/7～11まで夏

のビッグセールを行います。ぜひ利用ください。そして今

年は職業奉仕委員長です。皆様の協力よろしくお願いし

ます。

宮澤正昭君：鈴木会長、石井幹事宜しくお願いします。

久保栄子君：鈴木会長、石井幹事1年間宜しくお願い致し

ます。

仲原実圭君：新年度鈴木会長、石井幹事よろしくお願い

します。ゴルフ同好会のみなさま、新年度第1回目のコン

ペへの参加をお待ちしております。

服部光弥君：鈴木会長、石井幹事1年間宜しくお願い致し

ます。杉山親睦委員長、あまりいじめないでください。一応

私も社会奉仕委員長なのです。

スマイルボックス

「　明るく楽しいロータリー　」

幹事挨拶
幹事　石井邦夫君

　今年度、鈴木会長の下、幹事を務めることになりました

石井です。幹事の大役が私のようなものに務まるか不安

でいっぱいであります。

　

委員長　山口辰哉君会場監督委員会

　Sergeant at arms　SAAと略称で呼ばれる私たちは、

例会を始めすべての会議が楽しく、秩序正しく運営され

ることを常に心がけ、気品と風紀を守る番人として会合

がスムースにその使命を発揮できるように努めてまいります。

委員長　土屋　巧君親睦委員会

　年度中の会の親睦に貢献しつつ、出来れば会員の増

強にも寄与したいと考えております。委員会のメンバー

一丸となって力まず対応してください。

〇年度行事予定

１．家族例会

（１）夏の家族会　8月28日（日）

（２）クリスマス家族例会　12月16日（金）

（３）春の家族例会　3月26日（日）

各回、担当を決め、趣向を凝らして楽しい例会を目指す。

２．オープン親睦例会（スケジュールにはありませんが）

9月2日（金）・11月18日（金）・3月3日（金）・5月19日（金）

の夜間例会に各テーブル限定1名のゲストを招待。1名

のゲストをそのテーブル全員で「お・も・て・な・し」する。

目的はＲＣの事を少しでもわかって頂くことと、会員増強

に繋げたい。限定1名にする理由は複数名お誘いすると、

誘った方がホスト役になってしまい、話に発展性がないと

思うので1名とさせて頂きました。年間トータル20名のお

客様になりますので、それなりの成果を期待したいです。

３．例会受付

毎回最低2名は受付に付く。親睦委員は例会中青タス

キを義務とします。率先してスマイルもお願いします。

親睦テーマ

「努めて、明るく、前向きに！」

委員長　山口雅弘君広報・ＩＴ委員会

　広報ＩＴ委員会は2620地区の決定方針でもある　ＭＹ

ロータリー　の登録を9月までに最低50％以上の会員の

方に実施していただく。その内入会5年以内の会員は

100％の早期登録を推奨する。

【クラブ会員からの要望事案として】

①出席免除会員の方の欠席に際し、広報に欠席者とは

別に記載してほしい。

＊事務局にお願いし早急に実施

②週報をカラーで印刷してほしい。

＊カラーで印刷した場合、約7万円費用が増える。経費

が掛かることなので、理事会にかけどうするかを決める。

委員長　遠藤修弘君情報・文献委員会

目標２つ掲げました。

１．ロータリー情報や知識を十分理解していただくよう努

めてく。

２．新会員には、ロータリーの知識と理解を深めるのに役

立つ情報を提供していく。

　具体的には、「ロータリーの友」、「ガバナー月信」に掲

載された記事を紹介していきます。さらに情報・文献委

員会の方からも「マイロータリー」への登録を呼びかけ、

国際ロータリーから発信されるダイレクトでより深い情報を、

会員の皆様が共有していただけるよう努めていきます。

今日の料理


