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(＊出席免除会員の欠席者　大房君、片野君、澤田君、渡邊君）

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

２５/３４　　 　　　７３．５３%　　　　３３/３４　　 　　９７．０６%

２６/３２　　 　　　８１．２５%　　　　　　　　  　　　　　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

日本で３番目となる水道施設を三島の町並みに引き込ん

だ方です。水源地は八坂神社のところにあり久保町水道

と呼ばれていたそうです。また片野さん自身も５２歳で会社

を引き継ぎ６７歳頃からボランティアでインドネシアの王宮

の水道施設を手掛け今日に至っているそうです。詳しくは

卓話の時にお聞き下さい。

　ロータリークラブに入会したのは、片野さんが４７歳の時

1990年1月に三島青年会議所に在籍していた頃の友人で、

長岡の太陽建設社長の鈴木洋司さんの紹介で今度三島

南ロータリークラブという新しいロータリークラブが出来た

ので、和やかで和気あいあいの楽しいクラブだから入会し

たらどうかと誘われ入会したそうです。それから早２６年が

たち、亡くなられた方、やむなく退会された方、新しく入会

してきた方々等会員の変動はありましたが、その時その時

代、そして現在に至るまで、親交をいただき友情を深める

ことができましたことに感謝をし、ロータリー活動を楽しんで

いるそうです。

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

亥角裕巳第２分区ガバナー補佐（三島西ＲＣ）

平出利之君（Ｇ補佐事務局・三島西ＲＣ））

前田博利君（三島西ＲＣ）

会員誕生日

入会記念日

幹事　米山晴敏君

１．2016～17年度のガバナーノミニーデジグネートの推薦

は当クラブからはしませんでした。

２．次週は特別休会です。

３．再来週の例会はガバナー公式訪問です。また、４クラ

ブ合同例会です。

４．本日、例会終了後理事役員会を開催します。

５．第2720地区ガバナーより熊本・大分地震義援金のお

礼状が届きました。

　今晩は。早いもので今年

度の12分の１が過ぎました。

これから今年度の事業が

本格化していきますが皆

様の変わらぬご協力をよ

ろしくお願いいたします。

　今日は片野さんのご紹

介をさせていただきます。

片野さんは片野設備の３

代目で初代は明治３６年に

８月６日　中山和雄君

８月11日　太田政人君

７月29日　田中錦城君

８月９日　中山和雄君

入会記念日

会員誕生日

委員会報告
国際奉仕委員会 兵藤弘昭君

本年度の地区補助金の金額が決定しました。

20万円申請に対して160200円の金額となりました。

来年二月十日の贈呈式には多数の皆さまのご参加をお

待ちしております。



ロータリー世界各地から

ＲＯＴＡＲＹ　ＷＯＲＬＤ

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

一昨年、岡ちゃんとボストンに出かけた便は昼間（確か午

前中）だったようにな気がするけど、今は18時10分発。気

にしていなかったけどボストンに着いた時間で「違う」って。

4時ころには成田に着いて、空いている空港だなと思いな

がら荷物を預けるためにカウンターへ。ビジネスクラスの

ラインから入ろうとしたら、短パン、ポロシャツ、ビーサンの

年寄りを見てか「こちらビジネスクラスの…」みたいなこと

をいうお姉さん。「ハイ承知しています」。

昼 飯を食わずに新幹線、京成と乗り継いできたので空腹

この上ない。即、ラウンジに直行。JALのさくらラウンジ、2

フロアもあって結構な混みよう。インドの時もそうだったけど、

これだけの人間がビジネスを利用するのかと思うとちょっ

とびっくりする。ま、アメリカ行きばかりじゃないけど集中す

る時間なのかも知れない。

ボストンの空港には予定よりも多少早めについた。まだま

だ明るいけど時間は夕方。入国して宿まで行くのにずっと

このまま明るく、と 念じつつバスで地下鉄の駅まで。何と

かライン何とかラインと乗り継いで下車駅の「Boston 

University West」まで。途中から地上に出てしまうちんち

ん電車みたいな地下鉄？わずか2両編成で「次は何々」

と言って下車する人がいるかどうかを確認する運転手。

目的の駅で降りたいので、というか降りたのは我々だけだ

けど、運転手に知らせる手段がわからない。日本のバス

のようにワンマンでの運行で降りたい人がいない場合は

素通りしてしまう。幸い運転席の近所に座っていたので、

声をかけた。日本のバスの中には降りたい停留所に近づ

いて来たら降車を知らせるボタンがいくつもある。それが

どこにもない。運転手は何かを押せ、みたいな指示をする。

探してもわからない。すると現地人が「これ」と示してくれ

たものの、なんだかさっぱり分からない。代わりに押してく

れたものは窓枠にずっと通っている黒いライン。あの窓枠

黒ラインは初めての人は気づかない、と思う。空港からバ

ス代も地下鉄代も払っていない。空港から地下鉄乗り場

までは、バスは無料ということはガイドブックで知っていた

し前回もそうだった。そのまま地下鉄に乗れたので2.75ドル

だかを払わねばと思い、二人分6ドルを渡して 降りようとし

たら、いらない、と言われた？？？結果無料で目的地ま

で来ることができた。地下鉄の駅、といっても駅は道路の

真ん中。駅というより 停留所といった方がぴったりする。

宿泊先はその停留所から歩いて5分もかからないくらい。

住宅街の中にあって閑静でとてもいいところ。歩きはしな

かったけどFenwayParkま で20分ぐらいじゃないかと思う。

今回は見に行かなかった。前回はMLB中心だったけど、

今回は美術館・博物館シリーズ。

宿は地上3階建て地下1階の外壁はレンガ張りのごく普通

の木造民家。隣に全く同じ家があったので建売分譲？で

も結構年数は経っている感じ。敷地はそこそこ広く、横か

ら奥に入ると車が数台はとめられる。玄関でピンポンを

卓話　
山口辰哉君

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

「　明るく楽しいロータリー　」

幹事　石井邦夫君

今日の料理

太田政人君：誕生日のお祝いありがとうございます。

石井司人君：8月7日（日）かんなみ猫おどりが開かれます。

第29回になります。本年、来年を通じて皆様には協賛も

お願い申し上げ大変ありがとうございます。会場は函南中

学校です。

明日8月6日（土）長泉わくわく祭りにパッケージプラザカト

ウとサインズアースさんと出店します。ぜひ遊びに来てく

ださい！本日早退します。

スマイルボックス

2016年規定審議会が閉会し、ロータリー史に残る多く

の重要な決定が行われました。

今回の審議会では、例会スケジュールや会員身分に

関してより多くの裁量をクラブに委ねる立法案や、3年

にわたって4ドルずつ人頭分担金を増額する立法案が

採択されました。規定審議会は、3年ごとにシカゴで開

催され、世界中から集まる代表議員がロータリーの組

織規定に変更を加える立法案を審議します。審議会で

採択された変更は、7月1日より有効となります。

今回の審議会は、柔軟性を増加する案件に多くの注

目が集まりました。一つは、クラブが月に少なくとも2回

以上の例会を行う限り、いつ、どのくらいの頻度で例会

を開くか、あるいは例会をキャンセルするか、また何を

もって例会とするかについて、より多くの裁量をクラブに

与えるものです。もう一つは、会員身分について新しい

試みができる柔軟性をクラブに与えるものです。これら

の案件はいずれも採択されました。

代表議員はまた、RI定款から会員資格6項目を削除し、

「職業上および（または）地域社会でよい評判を受けて

おり、地域社会および（または）世界において奉仕する

意欲のある人」という簡潔な会員資格に変える案件も

採択しました。

従来型クラブとEクラブに区別をなくす立法案が採択さ

れました。これは、クラブが既に多様な方法で柔軟に

例会を開いており、従来型とEクラブを区別する必要が

ないと判断されたためです。ただし、クラブ名に“e-club”

（Eクラブ）が入っているクラブは、その名称を維持でき

ます。

細則から入会金への言及箇所が削除されます。本件

の提案者は、入会金への言及は、ロータリーの現代的

なイメージを促進するものではないと主張しました。

会員増強が組織の最優先事項であることを認識し、会

員増強の常設委員会が設置されました。また、ポリオ

撲滅が最優先される目標であることが再確認されました。

ＲＯＴＡＲＹ　ＮＥＷＳ

規定審議会が閉幕：より多くの柔軟性がクラブに

押して待つこと数分。すぐに部屋に案内されて2個付いた

カギを渡された。部屋に入るカギと家そのものに入るカギ。

いないことがあるので自分で家に入ってほしいとのこと。日

本式に玄関で靴を脱ぎ部屋まで靴を持っていく。だからか

どうか全体にきれいだった。部屋数は5から6室。地下（とい

っても半地下みたい）にも数室あった。割と広い朝食室と

夜の団欒室は1・2階に分かれている。案内をされた後、そ

ろそろ暗くなりかけた外に出て、停留所近辺のファーストフ

ードに入った。学生街らしくスタバもあったけど タコス屋、

セブンイレブンなど数店が並んでいる。なんだかわからな

いタコスに似たようなものを注文しとりあえず腹を満たす。

本日オープンの TARGETS？があったので入ろうとしたら、

残念ながら閉店時間。ビールの1本もと思ってセブンイレブ

ンに入るもアルコールの扱いはナシ。成田もしくは羽田等、

出国するときにウイスキー等の好みアルコールは買ってお

くべきだと改めて後悔。つづく。

なお、今回は貯まりに貯まったマイレッジを利用しての旅

行でした。皆さん、コンビニを利用されるでしょう。日々の

買い物はすべてカード利用です。ちりも積もれば山となる、

は本当です。



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

今日の料理

第1回理事役
員会報告
 
平成28年7
月1日金曜日
　　ブケ東海
三島
 
出席者　中山
和雄・山口辰

平成28年8月5日金曜日　　ブケ東海三島

出席者　中山和雄・山口辰哉・鈴木政則・小林勝・石井

和郎・兵藤弘昭・内田憲一・宮澤正昭・米山晴敏

特別出席者　土屋巧

欠席者　服部光弥・杉山順一

司会者　米山晴敏

1.プログラム変更について

　10月23日（日）に家族会変更の為、10月21日の山田定

　男さん卓話は8月26日例会日変更にて行います。

2.ガバナー訪問について

　　異議なし

3.親睦委員会・夏の家族会について

　　10月23日（日）に変更

　　そば打ち体験・会員会費3000円×人数で承認

　　詳細は近くになったらお知らせします。

4.地区大会屋台について

　　お断りするで承認

5.小委員会の立ち上げ（定款変更）について

　　中村さんと小林さんにお願いする。　9～3月　承認

 

 

第２回理事役員会報告

太田政人君：誕生日のお祝いありがとうございます。

石井司人君：8月7日（日）かんなみ猫おどりが開かれます。

第29回になります。本年、来年を通じて皆様には協賛も

お願い申し上げ大変ありがとうございます。会場は函南中

学校です。

加藤正幸君：明日8月6日（土）長泉わくわく祭りにパッケ

ージプラザカトウとサインズアースさんと出店します。ぜひ

遊びに来てください！本日早退します。

委員会報告
地区ロータリー財団セミナー報告

副会長　山口辰哉君

　7月31日日曜日にグランシップ静岡にて「地区ロータリー

財団セミナー」が開かれました。セミナーには2620地区78

ロータリークラブから約150人の会員が参集しました。当ク

ラブからは中山会長と私が参加しました。

1917年、米国アトランタで開催された国際大会で、当時

の国際ロータリークラブ連合会（現在の国際ロータリー）会

長アーチＣ．クランフが「世界で良いことをする」ための基

金を作ろうというビジョンを発表しました。米国カンザスシ

ティＲＣからの26ドル50セントの最初の寄付金からスタート

した財団は、現在では世界有数の財団に成長、何百万人

という人のために人道支援を行ってきました。来年はロー

タリー財団100周年ということもあり、同じジョージア州アト

ランタで国際大会が開催されます。

今まで当クラブではあまりなじみのなかった（私だけかもし

れませんが）ロータリー財団ですがこれを機に関心を持っ

ていただけたらと思います。地区からは100周年を祝う行

事のアイデアとしていくつか提案が出ています。

1．�財団への寄付で記録を立てる。ポールハリス・フェロー、

ベネファクター、大口寄付、認証ポイントを利用して全員

がポールハリス・フェローになる。

2．�ロータリーカードの推進等で記録を立てる。（全員入会）

3．�強調月間にふさわしい卓話や情報の提供。

4．�地区補助金事業には100周年記念を明記するとともに、

100周年ロゴをはっきり表示。

5．�『ロータリー財団室ニュース』の活用、毎月発行される

ニュースを当地区ＨＰからダウンロードし、会員に配布また

は例会での情報提供。

6．�これまでにクラブで推薦した奨学生やＧＳＥメンバーを

クラブに招待する。（推薦された方々のリストや連絡先はロ

ータリー財団事務所で管理）

7．�100周年記念ゴルフコンペ等を開催する。

8．�100周年記念特別寄付の募集。

委員会報告
親睦委員会 委員長　土屋巧君

夏の家族会を10月23日（日）へ変更いたします。内容は「そ

ば打ち」を行います。また、8月26日（金）は通常通り例会

が行われますのでよろしくお願いします。
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