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会長挨拶

司会：山口辰哉君　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�      

石井（邦）君、内田君、遠藤君、大村君、小島君、篠木君、

杉山（順）君、鈴木（政）君、鈴木（真）君、中本君、原君

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

２７/３７　　 　　　７２．９７%　　　　３５/３７　　 　　９４．５９%

２５/３６　　 　　　６９．４４%　　　　　　　　  　　　　　４０名

(＊出席免除会員の欠席者　大房君、片野君、兼子君、澤田君）

せせらぎ三島ロータリークラブ 検 索

申し訳ありません。

　早速ですが、次々年度会長に立候補する方はいらっしゃ

いませんか、いらしたら挙手してください。如何ですか・・・、

会長一任との事ですので、１２月２日の理事会でパスト会

長４名と理事で次年度の理事指名委員会を行います。パ

スト会長に４名の指名された方はよろしくご協力をお願い

いたします。

　　もう一点、ＲＩロータリー財団管理委員会よりクラブバナ

ーの表彰を持って感謝の印とさせて頂きます。と言う事で

前年度の我がクラブも年次基金に１００ドル以上寄付したク

ラブ、そして寄付分類に関わらずロータリー財団に一人当

たり１００ドル以上の寄付が達しているクラブとの事で贈られ

て来ています。

　　それでは地区大会の報告に入らせていただきます。今

年度の地区大会は生子ガバナーの元、三上実行委員長

の開会の言葉で本田博己ＲＩ会長代理・川勝県知事・田

辺静岡市長を来賓に招いて開会されました。１９日は私と

米山幹事が出席し、各ガバナー補佐がそれぞれの地区

のクラブの活動事例を紹介し、我が地区では三島西クラ

ブの紹介がされました。その後ロータアクトの活動報告、

青少年交換学友地区大会、米山学友地区大会が行われ、

渡邊英昭地区幹事の閉会の言葉で閉会されました。

　　２０日は、新入会員の大庭君・藤川君を含め総勢１０名

が参加いたしました。例年でしたら全体会議の後、部会ご

とに部屋が分かれましたが、今年度は三上実行委員長の

開会の言葉で始まり生子ガバナー、川勝県知事、田辺市

長、本田ＲＩ会長代理の挨拶を頂き、休憩後各種の表彰

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

松下玲美さん（篠木君のゲスト）

野田和秀君（三島西ＲＣ）

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
親睦委員会

クリスマス家族会のお知らせ

日時：平成28年12月16日　18：00～

場所：ブケ東海三島　１Ｆスカーレット

会費：会員　7000円　　ご家族（大人）　3000円　

　　　　お子様（中学生以下）　無料

※12月2日（金）までに別紙に記入の上お申し込みください。

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。今日の会長挨

拶は先日１９日２０日と地区大

会に参加して来ましたのでそ

の報告をいたします。

 その前に大変遅くなりました

ことを皆さんにお詫びいたし

ますが、本来ならば１１月の第

一週例会に次年度理事指

名を求めなければなりません

でしたが、遅れてしまい大変

１１月25日　加藤正幸君会員誕生日

入会記念日

や紹介等が行われ本田ＲＩ会長代理の講評があり、渡邊

地区幹事の閉会の言葉で閉会されました。簡単な軽食で

午後は林家たま平氏・三遊亭究斗氏の落語で１５：００まで

楽しみ１５：３０分より大懇親会が始まり食物や飲物も沢山あ

り本来でしたら三島へ帰った後ご苦労さん会を行うところ

バスの到着と同時に解散いたしました。後は、兵藤君、大

庭君、藤川君に報告ではなく感想を述べていただきます。



ロータリー世界各地から

ＲＯＴＡＲＹ　ＷＯＲＬＤ

委員会報告

中村徹君

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

　今年度当初、会長幹事より戦略委員会の立ち上げに、

次年度会長、山口辰哉さん、クラブ細則検討委員長、小

林勝さんと共に、参加するよう要請を受けた。また若干名

の委員追加と予算を計上するとの事であった。

戦略委員会の目標

1、�2016年4月に開催されたRI規定審議会を受け、手続

要覧が国際ロータリー日本事務局より12月に各クラブに配

布される予定である。それに基づき、当クラブの細則、内

規の見直しをすることになるが、クラブ細則検討委員長、

小林勝さんを中心に戦略委員会が密に協力し、理事会に

改定案を上程することが目標となる。

2、�今年度、会長幹事の熱烈歓迎により、4名もの新会員

が入会されました。戦略委員会が協力し、クラブ研修リー

ダー、山口辰哉さん、出席委員長、岡良森さんを中心に

新会員のオリエンテーションを早めに行い、同時に親睦・

友情を深める機会としたい。

3、�RIによる戦略計画を、クラブ協議会を通して会員に周

知すると同時に、若い会員がロータリーの会員であることの、

メリットと価値が実感できるよう、戦略計画を立て、クラブ

の活性化につなげたいと思っている。

戦略委員会メンバー(案)

次年度会長・クラブ研修リーダー　山口辰哉

会計・クラブ細則委員長　小林勝

パスト会長　矢岸貞夫

会場監督　加藤正幸

出席委員長　岡良森

情報・文献　遠藤修弘

会員増強・維持　原兄多

パスト会長　中村徹

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。

第２６２０地区　地区大会に参加しての感想

　１１月２０日(日)、静岡で開催された地区大会に初めて参

加させていただきました。数多くのロータリアンが集いとて

も盛大に行われ、皆の気持ちが一丸となり皆で協力して

この大会を盛り上げていこうという雰囲気が会場中に溢れ

ていた素晴らしい大会だったと思います。

　この大会で衝撃的に感じたことは、皆が同じテーマと信

念を掲げ、助け合い、またそこに行動が伴うときにはとても

大きなエネルギーになるということです。正に会社経営に

とっても大いに勉強になることであり、そのことを自分の肌

で直接感じることができたのは大きな喜びと共に収穫でも

あります。

　また、ロータリーの一員となって普段からこの胸に付けて

いるロータリーのバッジには、今まで先人の方々が築き上

げてきた歴史や想いが深く刻まれていてその重みを感じ

る一日となりました。

　このロータリーの歴史と格式ある伝統を一員となった自

分が決して汚すことなく、いつか本当の意味で自分自身

をロータリアンとして誇れるよう襟を正し、また仲間を慕い

大切にして交流を深めていこうと思います。この大会を開

催するにあたり、その準備たるものや裏方と呼ばれる方々

の多大なるご苦労、様々なスケジュール調整、来賓の方

や集いし方々へご配慮してくださったホストクラブの皆様

には深い感謝を申し上げます。また、同行してくださった

諸先輩方、どうも有り難うございました。お疲れ様でした。

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

宮澤正昭君：先日の父の葬儀では皆様に御参列をいた

だきまして有難うございました。又、親睦委員の皆様には

お手伝いいただきまして有難うございました。

藤川智徳君：〇先週休みました。すみません。〇地区大

会参加させていただきました。ありがとうございます。

加藤正幸君：先日、みしまびと映画「まどう」見て来ました。

三島の街あちこち出ていました。家族愛の内容で涙あり

のなかなか良い映画でした。ぜひ見て下さい。当ロータリ

ーメンバー会社もスポンサーで名前出てましたよ。

石井和郎君：仕事の打合せの為早退させていただきます。

勝又佳員君：本日、途中退席させていただきます。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

地区大会報告

マルチプル・ポール・ハリス・フェロー

米山晴敏君

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

藤川智徳君

入会記念日

クラブ戦略委員会の創設と始動について


