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会長挨拶

司会：田中錦城君　指揮：勝又佳員君

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。

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

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�      

小島君、篠木君、杉山（順）君、杉山（隆）君、鈴木（真）君、

土屋君、服部君、宮澤君、矢岸君

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

２５/３６　　 　　　６９．４４%　　　　３４/３６　　 　　９４．４４%

２８/３７　　 　　　７５．６８%　　　　　　　　  　　　　　４０名

(＊出席免除会員の欠席者　大房君、片野君、澤田君）

せせらぎ三島ロータリークラブ 検 索

が後日、２０１７年５月２７日（土）に２０１４年ノーベル物理学

賞受賞者天野　浩氏を講師に招いて「世界を照らすＬＥＤ」

と題し御殿場市民会館で行いますので皆さんも是非聞き

に来てくださいとの事でした。詳細についてはパンフレット

があります。

　我がクラブも次々年度３０周年を迎えますが、１２月に次々

年度の会長・幹事が決まり次第、準備が始まると思います。

米山幹事が御殿場クラブの記念行事の内容や進行の在

り方等を細かく記録を取って下さいましたので参考になる

と思います。

　さて今日は、小林　勝さんの紹介をさせて頂きます。小

林さんは昭和５７年に日大経済学部を卒業後７年間薬品

会社に勤務していました。父親が三島市長伏の地主で土

木の会社を経営しており、そろそろ帰って来るようにと言わ

れ平成元年から父親の仕事を手伝うようになりました。仕

事を手伝っているうちに関連する資格の必要性に迫られ、

沼津の日建学院に通い土木の２級そして１級を取得し、そ

の後引き続き２級建築士をも取得しています。また会社も

有限から株式に変更し平成３年から代表取締役に就任し、

途中（株）プライムホームを立ち上げ今日に至っております。

　ロータリークラブに入会したきっかけは１８年前にさかのぼ

りますが、ＪＣの先輩の鈴木パスト会長から見積もりを頼み

たいから図面を取りに来るようにと言われて事務所を訪ね

たところ見積もり用の図面とは別に書類を渡され、これに

サインをするように言われサインをしたのがロータリークラ

ブへの入会申込書でした。

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

後藤好成さん（米山君のゲスト）

会員誕生日

幹事　米山晴敏君

　　こんにちは。家族会には

金沢で高校の同窓会に出席

していたため欠席して申し訳

ありません、親睦委員長を始

め準備に係わった皆さんお

疲れ様でした。また２６～２７

日にかけて中学の同窓会を

京都で行い、５５年ぶりに再

会した友もいました。

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。

幹事　米山晴敏君

①兵藤君のおかげで財団ロータリーカード所持者が12名と

いう驚異的数字になりました。

②三島RC創立60周年例会出席案内。

③御殿場創立50周年例会出席報告。

入会おめでとう

大村　典央（のりお）君

生年月日：昭和５０年７月２５日　４１歳

職業分類：弁護士

代表事業所：新東京総合法律事務所

住所：東京都港区赤坂１－７－１９

　　　　キャピタル赤坂ビル４Ｆ

ＴＥＬ：０３－３５８４－２２１１

山口辰哉君：先週休みましたて申し訳ありませんでした。

仲原実生君：早退します。すみません！！

スマイルボックス

　こんにちは。先週の土曜

日、米山幹事と御殿場ロ

ータリークラブの創立５０周

年記念の式典に参列して

きました。庄司ガバナー他

４５人の来賓と６１人の会員

そして会員夫人３８人、総

勢１４５人で盛大に行われ

ました。記念講演は日程

　小林さんは４０歳までＪＣに入会していましたが「あまり出

席率も良くなく、お世辞にも真面目な会員だったとは言え

ませんでした。もう一度自分自身に誇りが持てるよう社会

に奉仕活動をしたい、そんな気持ちで当ロータリークラブ

に入会する事になりました」。スポンサーは鈴木パスト会

長と以前から父親とも親交があった中山現会長です。今

後も鈴木パスト会長・中山現会長に負けないようしっかり

した奉仕活動を行っていきたいと思います。と力強く抱負

を語ってくれました。

　　以上、小林　勝さんの紹介でした。



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11月4日金曜日　　ブケ東海三島

出席者　中山和雄・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　山口辰哉・服部光弥

司会者　米山晴敏

1.プログラム変更について

　　11／11クラブ協議会開催による　承認

2.例会場選考途中経過報告について

　　三島RCと三島西RCの理事会報告とこれからの協議

　　についての提案

　　呉竹に絞って、三ロータリー会長・幹事で協議し呉竹

　　と打合せする

3.11月20日2620地区大会について

　　資料配布済み

4.その他

　　親睦委員会より

　　クリスマス家族会について

　　全員参加にて行う　7,000×40人

　　　　　　　　家族　　　3,000

　　　　　　　　子供小・中　　無料　　　　　　承認

第５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。

　今日の協議内容は例会場選定についてです。9月から

例会場選定を中山会長・山口クラブリーダーにお願いし、

皆様には中間報告をして参りました。前回は中山会長・山

口クラブリーダーから御殿川と呉竹か決を取りました。そ

の結果は御殿川でした。その後、御殿川に今年度、次年

度会長幹事で出向き、会場視察と使い勝手の調査、御

殿川の条件をお聞きしました。結論は例会場には不向き

でした。

　理由は、1階階のコンべーションホールは非常に綺麗で

すが。テーブルが重くて動かせないこと。観光客を優先の

ため会場移動が必要で有ること。（空いた時に使用）観光

客優先なので、観光客が入った場合は2階の畳部屋を使

用することとなること。その場合、会場設営をクラブ側が

することが条件となり、演題、司会台、ボード、旗、ポケット、

受け付け、等々を例会前に2Fに運ばなければならない。

また、畳会場となる。テーブル持ち込みは収納スペース

が無いと断られた。現在使用の備品を持ち込む事は出来

ません。そして2番候補の呉竹の調査に入りました。10日

ほど前に三島RCが今年の12月31日を以てリオが閉鎖さ

れるとの事で、先に探している三島西RCとせせらぎ三島

RCの次の例会場はどうなっているのか聞いてきました。三

島西RCとせせらぎ三島RCは別々に呉竹と交渉していまし

たが、急いでいる三島RCが3クラブ一緒に交渉出来ない

かとの打診が有りました。この時点では（先週）当クラブは

理事会で3クラブ一緒に交渉のテーブルにつく事を承認

頂きました。その上で、11月9日に3クラブ会長幹事会をリ

オで開きました。

　その日までの各クラブの移転の考え方や対応は、三島

RCは会長幹事に一任を取り付けてある。三島西RCは呉

竹で決定しているが正式決定待ち。当クラブは2候補のう

ち1候補は問題有りと14日のクラブ協議会で発表し、同意

を貰えば、呉竹との交渉に入る状況と説明。これら各クラ

ブの状況を把握しての協議に入りました。

１・場所、立地・・3クラブとも駅も近いし、町中で良い。

２・会場の広さ・・3Fの奥が95畳で良い、手前の小さい部

屋は50名は入ることが出来るか確認、マイク使用出来ない、

奥で調整。

３・会場機能・・・宴会場使用の為、マイク、アンプ等揃っ

ている

（改造範囲）収納スペースは呉竹側にお願いして、東西

の収納部屋を使用させて貰う。それでも足りない場合は

手前の部屋を使用させて貰うようにお願いする。畳なので

絨毯、板の間にさせて貰うように呉竹側にこれもお願いす

る。この改造費は3クラブが負担してRCが使用しない場合

は呉竹の一般客に使用して貰う。三島西RCからテーブル、

イスはリースの提案あり、1人月１００円、しかし9年リースより

初期投資の方が三分の一で済む、見積もりを取り再検討。

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。

ＳＡＡ委員会

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

山口辰哉君：先週休みましたて申し訳ありませんでした。

仲原実生君：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　」

今日の料理

                 　　　　　鈴木真知子君

卓話

マルチプル・ポール・ハリス・フェロー

米山晴敏君

クラブ協議会

委員会報告

委員長　土屋巧君

10月21日夜間例会は23日の家族例会のため取り止めで

す。21日に新入会員の歓迎会を企画します。あらためて

通知いたします。

23日の秋の家族会はそば打ちを行います。「お知らせ」を

ご覧ください。

親睦活動委員会

１１月６日　田中錦城君

11月10日　岡　良森君

１０月３日　内田憲一君

会員誕生日

幹事　米山晴敏君

入会記念日

テーブル、イスはブケから無償で譲り受ける予定あり。を

説明。  

４・例会費用・・・例会費は2100円で2時間駐車券付き。駐

車場は近隣6ヶ所有るが呉竹側が提携している、シンコー

P・ヒロセP

５・費用負担・・すべて三分の一にする。

６・備品・・・・余分な費用を出さないように統一備品を3クラ

ブが使用する。各クラブで余る備品は各自で処分。

７・その他・・年間回数を提示し契約する。

８・これからの進め方

・三島RCは1月から3月はブケ東海に交渉して例会場をお

願いする。（ブケ水曜日休館）

・各クラブ1名が合同で呉竹側にお願いと交渉をする。

　あくまでもお願いをするという立場で交渉をする。

クラブ協議結果

・・例会場は呉竹で良い。・・・・・全員承諾。

・・改造出来るならば靴で入れるようにお願いする。

・・改造を含む費用は三分の一支払う。

・・交渉は一任する。


