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会長挨拶

司会：山口辰哉君　指揮：勝又佳員君

石井（司）君、遠藤君、加藤君、篠木君、杉山（順）君、田中君、

山田君(＊出席免除会員の欠席者　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

２９/３３　　 　　　８７．８８%　　　　２９/３３　　 　　８７．８８%

２８/３５　　 　　　８０．００%　　　　　　　　  　　　　　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

梅名の釜風呂で汗をかいていたところ、そこへ時々釜風

呂で一緒になる長岡の太陽建設の鈴木さんが入って来て、

いろいろな雑談の中で「中ちゃんうちのロータリークラブ（三

島南ロータリークラブ）に入らないか」と入会のお話しをい

ただきました。ちょうどその頃、もうすぐ５０歳になるので自分

自身でも何か変化を求めていた矢先、また鈴木さんから

お話をいただく一週間ぐらい前にも司法書士の小川さん（沼

津東ロータリークラブ）からもお誘いを受けており「ロータリ

ークラブですか少し考えてみます」と返事をしたところ早速

次の日、会員増強委員長の中村さんと鈴木さんが事務所

に訪ねてきていただき即入会についての説明をいただき

無事に１９９６年８月９日に入会させていただきました。スポ

ンサーは鈴木さんと中村さんです、入会間もない頃、澤田

さんの還暦のお祝いが松韻で行われましたが、祝宴後一

人で歩いて三島方面へ向かっていたところ渡辺さんに後

ろから声をかけられ「今から麻雀をやるけど一緒にやる？」

とお誘いいただいたのがきっかけで、それから懐快クラブ（麻

雀）やゴルフコンペ等の仲間に入れていただき、もちろん

クラブの行事にも積極的に参加させていただき大変有意

義な時間を過ごしています。今年度の会長挨拶では皆さ

んの当クラブに出会ったきっかけを紹介させていただけれ

ばと考えます、順番はクラブ計画書の１６ページに記載され

ています入会順にさせていただきます、ご協力をよろしくお

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

木村智昭君（沼津北ＲＣ）

会員誕生日

入会記念日

幹事　小林　勝君

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

１．7月18日の例会はガバナー公式訪問です。三島西ＲＣ

と合同例会です。

２．例会変更

　　三島西ＲＣ　７月17日→18日（金）ガバナー公式訪問

　　伊豆中央ＲＣ　7月8日（火）　夜間例会

こんにちは、私は今年度の

テーマとして『出会いに感

謝＆ありがとう』と掲げさせ

ていただきましたが、今日

は私がこのクラブと出会っ

た時のことをお話しさせて

いただきます。

　今から２０年前の入梅の

頃連日の雨模様で私は現

場　（測量）にも出られず　

７月１日　　小島　真君

７月１日　　小島　真君入会記念日

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　岡　良森君出席委員会

　出席率の向上は例会の充実度に比例するものだと考

えています。親睦委員会を積極的にサポートすることで

出席率の向上に努めていきたいと思います。

幹事指針
幹事　米山晴敏君

　今年度、中山会長のもとで幹事を務めさせて頂く事にな

りました。ロータリーに入会して１６年、３年目から委員長、

役員を続けてやらせて頂き、勉強になりました、特に兼子

さんのもとでガバナー補佐事務局をやらせて頂いた時期

が一番ロータリーを勉強しました。今年は中山会長のもと、

幹事として勉強させて頂きます。事務職としてクラブ運営

が円滑に進むように連絡、調整係をしたいと思います。定

款変更に伴う細則、内規変更の小委員会とクラブ戦略計

画をするための小委員会の立ち上げに事務局として望み

たいと思っています。昨年の野口ガバナーが言っていまし

た＝しっかり活動出来るクラブで有り続けるには、若い世

代の拡大が必須です。『もっとも強い者が、生き残るので

はなく、賢い者が生き延びるものでも無い。唯一、生き残

ることが、出来るのは、変化が出来る者である。』と言って

います。そのことを肝に銘じて、1年間頑張ります。

　中山年度、ご指導とご協力を御願いします。

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

小林　勝君：中山会長・米山幹事、今年度よろしくお願い

します。まだ応援スマイルしていない人、スマイルしましょう！

山本良一君：いよいよ中山年度がスタートしました。中山

会長さんには充分体調に留意され、ご活躍願います。

大房正治君：中山会長・米山幹事、1年間宜しくお願い致

します。

仲原実圭君：早退します。すみません。

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

　プログラム委員会

委員長　内田憲一

委員長　石井和郎君職業奉仕委員会

　「職業奉仕」設立者の一人であるアーサー・フレデリッ

クシェルトンが掲げた「もっともよく奉仕するものが、もっと

も多く報いられる」に則って活動を行い、職業奉仕のため

には必要不可欠とされる例会出席を念頭に1年間邁進

する心づもりでおります。

　なお、職業奉仕月間中にパスト会長、委員長経験者

に奉仕の倫理観について話を伺い、テーブル会等で奉

仕についての話し合いを行っていただければと思います。

委員長　兵藤弘昭君国際奉仕委員会

　当年度もスリウォン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20万円を申請しております。

　また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。場所に関しまし

ては、現在関係各位との調整と行っております。

委員長　山口辰哉君ロータリー財団委員会

　当クラブでは、米山奨学会、GSE、タイ放置自転車委

員会とともに国際奉仕委員会の中に含まれています。独

立した委員会ではありませんので、あまり馴染みがない

方の方が多いと思います。

　1917年にアトランタで開催された国際大会で当時のRI

会長アーチC.クランフが「全世界的な規模で慈善・教育・

その他社会奉仕の分野でよりよきことをするために基金

をつくろう」と提案したことに始まりました。2017年、ロータ

リー財団は100周年を迎えます。今年度の目標は『My Rotary』

への登録をお願いすること。そしてもう一つはロータリー

カードへの入会です。ご協力をお願いいたします。

今日の料理

委員長　内田憲一君プログラム委員会

　今年度は当クラブは特別大きな行事はありませんので、

卓話等変更は少ないと思います。やむをえず変更等が

生じた場合には早目に連絡をいただけるようご協力をお

願いします。

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致します。

また、本年度も就労支援事業所「さわじ作業所」にお手

伝いいただき上記プロジェクトの推進力を高めて①次代

を担う若者のビジョンを創造する機会、②一般企業など

で就労が困難な方々への就労の機会。この２本の柱を

基軸として邁進しと参ります。

　また、3年前に子どもたちからお預かりした手紙の発送

も愚直に進め、毎年届け先不明で事務局への戻ってくる

手紙を1枚でも多くの手紙を子ども達の元へ届けて行く

努力を致します。

会計　クラブ細則検討委員会　　小林　勝

 

委員長　小林　勝君会計・クラブ細則検討委員会

　各委員会から提出されてます事業計画が滞りなく遂行

されますよう予算を執行してまいります。

　尚、今年度は、クラブ定款の変更にともないクラブ細

則の変更が予定されています。皆様のご協力よろしくお

願いします。


