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会長挨拶

司会：山口辰哉君　指揮：勝又佳員君

石井（和）君、小島君、杉山（順）君、杉山（隆）君、土屋君、

中本君

(＊出席免除会員の欠席者　大房君、片野君）

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

２８/３５　　 　　　８０．００%　　　　３４/３５　　 　　９７．１４%

３０/３６　　 　　　８３．３３%　　　　　　　　  　　　　　３８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
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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

　今年度の私のテーマとして「出会いに感謝＆ありがとう」

とさせて頂いておりますが出会いにはいろいろな出会いが

あると思います。皆さんも今日まで出会った方の影響を受

け今日があり感謝している方も数名はいると思いますが、

このせせらぎ三島ロータリークラブに入会して同じ釜の飯

を食べ、職業はそれぞれ違いますがロータリーアンとして

の同じ目的の為せっかく出会ったわけですから皆さんがも

う少し各自の情報を得て、各自を知ることによりもっと各自

の素晴らしいところが見えてくるのでは、との思いでこの企

画を立てお話しさせて頂いております。

　今まで８人の紹介をさせて頂きましたが如何でしょうか。

短い時間の中の紹介ですので十分ではございませんが、

後は各自で例会やテーブル会等で情報交換をしてください。

鈴木パスト会長の紹介の中にもあったように自分から話し

かけるように心掛けることが自分も楽しく周りも楽しくなる。

その通りだと思います。

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

藤川智徳さん（中山・岡君のゲスト）

野田和秀君（三島西ＲＣ）

会員誕生日

入会記念日

幹事　米山晴敏君

１．１１月２０日に地区大会が開催されます。地区委員、各

委員長、新入会員は登録義務となっています。それ以外

でも大歓迎です。

２．１１月２７日の日本ロータリー財団１００周年記念シンポ

ジウムは当クラブから中村さんに参加登録して頂きました。

３．クラブ例会場選定は中山会長、山口クラブリーダーが

候補、及び推薦のあった施設をまわり、クラブの使用条件・

予算等の説明、又施設からの要望・予算等聞いています。

揃い次第会員の皆さんにご審議いただく予定です。

　　こんにちは。今年度の

会長挨拶は皆さんのせせら

ぎ三島ロータリークラブに

入会するきっかけ等をメモ

っていただきそれに多少私

の方から皆さんにインタビ

ューさせて頂いたものを肉

付けし、お話しさせて頂い

ております。 ９月２７日　米山晴敏君

９月２８日　兵藤弘昭君入会記念日

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

委員会報告
スリランカの貧しい子供達への文房具の寄付プロジェクト 

国際奉仕委員会　矢岸貞夫君

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

主旨

スリランカの北部で５年前まで内戦が続いていた地域では、

文房具等を購入出来る経済力が無い子供達がたくさん

います。そのような子供達のために少しでも役に立つため

に、２６２０地区米山学友会で、文房具寄付プロジェクトを

企画しました。

募集内容 

①新品又は新品同等の文房具

例：鉛筆、ボールペン、消しゴム、ノートブック、色鉛筆、

定規セット

②現金寄付でも構わないが、集まった現金で必要な文房

具を学友会で購入します。

募集対象

RCの方々・学友会会員・奨学生

募集場所

①地区大会の時に募金箱を置き、声を掛ける。

②学友が各RC例会に卓話等で参加した際に募金を行う。

現地に渡す方法

①集めた文房具を事前に現地に送り、学友が（会長、副

会長、他志望者）

②文房具保管、送り手配、日程等の手配はスリランカ出

身のペレーラ会員が行います。

※寄付先が未定ですが、北部地域の支援が必要とされ

ている学校を選定し寄付する予定。学校選定の手配は

ペレーラ会員が行います。出来るだけ多くの子供達へ支

援できるように文房具を集めていきたいと思っているので、

皆様のご支援、ご協力を心よりお待ちしています。

企画提案者：2620地区米山学友会ペレーラ チャリット会員 平成28年9月2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・服部光弥・兵藤弘昭・宮澤正昭・米山晴敏

特別出席者　山田定男・土屋巧

欠席者　内田憲一

司会者　米山晴敏

1.プログラム変更について

　　9月9日リレー卓話～クラブ協議会

　　異議なし

2.クラブ協議会内容について

　　例会場移転について多くの意見を出して下さい

3.せせらぎ三島RC戦略委員会発足について

　　承認されました

4.東北大震災復興委員会事業について

　　事業予算より10万円分の図書券を、参加者は65,000

　　円位の費用が掛かりますが多少の補助が出るように　

　　します　　承認

5.新入会員歓迎会について

　　中本君・大庭君　新入会員歓迎会

　　親睦委員長一任　　承認

2620地区米山学友会で文房具寄付プロジェクトを企画

しました

10／28矢岸貞夫1,000円位を寄付　承認されました

第３回理事役員会報告

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。

 ロータリーは人間道場である。

 久しぶりの卓話の時間をいただきました。私は中村先生、

太田先生と同様クラブのチャーターメンバーの一人であり

ます。7代目の会長をお引き受けし、その時の幹事は兼子

さんでした。

 今日は、このせせらぎ三島ロータリークラブがこの地域で

も、いや県下でも素晴らしい功績を残しているクラブであ

ることの紹介をしたいと思います。

 まずそのことの一番強調したいのは青少年健全育成に

関する取り組みであったと思います。昨年の会長であった

鈴木政則パスト会長が提唱した青少年健全育成、11代

の兼子悦三会長が発展的に作り上げた中学生の職場体

験学習が挙げられます。三島市の教育委員会で採用され、

県に進み今では文部科学省が主導して全国でその取り

組みがなされています。そのことが評価され文部科学省

から『キャリア教育優良団体』として表彰されました。また、

三島北中に出向いて職業に関する講和をし、生徒たちと

の交流を図ったりもしました。その第一歩は私どもせせらぎ

三島ロータリークラブから始まったわけです。その流れが

20周年記念事業で始まった「3年後の自分への手紙」です。

我々はいつも新世代（青少年）の健全育成に力をそそい

できました。ある時は『RI特別賞』を受賞し、『RI意義ある

業績賞』も受賞しました。

 ロータリーに入って磨かれた、と私は思っているこの精神

は自分自身の成長にも大きく役立っています。私はいま日

本中古自動車販売協会連合会の会長をしていますが、

すでに4期にわたります。自分のことより人のため、という考

えで行動してきた結果が私を押し上げてくれています。

2014年には『旭日中授章受賞』という勲章を授与されまし

た。受賞しただけではなく、受賞者を代表して天皇陛下に

お礼の言葉を述べる役までいただくことができました。宮

内庁が主催する『園遊会』にも2度ほど招待されました。ロ

ータリークラブに入っていて培われたものだと思います。

 ロータリーには「四つのテスト」があります。

1．�真実かどうか

2．�みんなに公平か

3．�好意と友情を深めるか

4．�みんなのためになるかどうか

 改めてこの言葉の意味を考えてみますと、とっても重要

であると思います。

 私はこの精神でロータリー活動を続けてきたんだ、と自信

をもって言うことができます。私自身を鍛えてくれたロータ

リー、皆さんも一緒に進んでいただけますようお願いして

私の卓話といたします。

 次回チャンスがあればIQとEQの違いをお話ししたいと思

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

矢岸貞夫君：先週委員会報告でお伝えしていました「スリ

ランカの貧しい子供たちへの文房具の寄付」の件につい

て一人1000円の寄付金をお願いいたします。又、文房具 

の提供できる方は次週より集めます。集められました品物

等は10月28日の米山記念館での例会内で贈呈いたしま

すのでよろしくお願いします。

澤田　稔君：何年振りかの卓話で内容があるかどうかわか

りませんが、楽しい卓話にしたいと思います。多少自慢話

になると思いますが。

山口辰哉君：19日の当クラブゴルフコンペで３位になりまし

た。ゴルフ同好会規定によるスマイルをします。次回も３位

でフィニッシュできるように手を抜きながらプレイしたいと思

います。

兼子悦三君：澤田さんが久し振りの卓話だそうですので何

を話すやら心配と期待です。

仲原実圭君：9月19日のゴルフ同好会コンペに参加いただ

いた皆様、お疲れ様でした。次回は12月18日日曜日に開

催いたします。参加お待ちしています。

服部光弥君：脱腸の手術痛かった～。さて、2012年中学2

年生の手元に届くはずの3年後の自分への手紙が高校3

年生の今年、届けることができました。“7年後の自分への

手紙”お子様、そして親御様も大変喜んでました。やっぱり

処分できませんね。

石井邦夫君：澤田様の卓話聞けなくて残念です。失礼し

ます。

小林　勝君：最近欠席が多くてすみません。今後は頑張っ

て出席します。

山田定男君：本日の卓話をすごーくたのしみにしていたの

ですが、突発で予定が入ってしまいました。澤田さんすみ

ません。早退いたします。

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

今日の料理

                 　　　　　澤田　稔君

卓話

マルチプル・ポール・ハリス・フェロー

米山晴敏君


