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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�      

遠藤君、岡君、杉山（順）君、鈴木（政）君、田中君、服部君、

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

２０/３５　　 　　　５７．１４%　　　　２８/３７　　 　　８０．００%

２９/３６　　 　　　８０．５６%　　　　　　　　  　　　　　３９名

(＊出席免除会員の欠席者　片野君、澤田君、渡邊君）

せせらぎ三島ロータリークラブ 検 索

　こんにちは。２６日の春の家族会、あいにくの天気で桜も

ちらほらでしたが、一日を楽しみました。ありがとうございま

した。

　今日でブケ東海三島さんでの例会も例会場の閉鎖で終

わりになります。１９８９年に三島西ロータリークラブをスポン

サーに三島南ロータリークラブが誕生し、三島プラザホテ

ルで第一回の例会が開かれ２００４年に例会場を三島グラ

ンドホテルに変更、２００８年三島グランドホテルの建て替え

により例会場をブケ東海三島さんに変更、ブケ東海三島

の勝又社長さんには２０１４よりメンバーにもなっていただき、

これまでなに不自由なくわがままにお世話になって来まし

たがこれもいたしかたない事です。勝又さんはこの後以前

にもいた静岡の保険事務の職場に戻る事になりそうとの事

ですが時間が取れる時には例会にも出来るだけ出席した

いとの事です。これまでありがとうございました。

　今日は遠藤修弘さんの紹介をさせていただきます。遠藤

さんは１９６８年４月２８日に駿東郡長泉町で男兄弟の次男

として生まれ、幼少の頃に裾野市へ移り住み、２８歳まで親

と同居していましたが職場結婚を機に親元を離れ新居に

移り住、現在小学４年生・中学２年生・大学１年生になる３

人の息子の５人家族。また遠藤さんは小学生・中学生の

頃は足が速く陸上部でもないのに、大会になると召集され、

１００ｍ・４００ｍ走とそのたびに上位に食い込み、県大会に

も出場していたそうです。あとで考えると、学校の始業時間

に間に合うか間に合わないかの時間に家を出てギリギリに

セーフと言った日々を毎朝送って、このスリルが面白くて、

またこの緊張感を持ちながら走っていたのが自然と力がつ

いて行ったのではとの事でした。その結果が今でも母校の

ようこそせせらぎ三島
ロータリークラブへ

ゴルフ同好会

杉山寿美子さん

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
クラブ戦略計画委員会

第1回クラブ戦略計画委員会を1月27日、18時30分より「呉

竹」で行います。会長、幹事、委員の皆さんには出席の程

よろしくお願いいたします。

年次総会　会長挨拶　　　　　　　　　　１１－９

　せせらぎ三島ロータリークラブ定款の第６条、第２節(年次

総会)で役員を選挙するための年次総会は、細則の定める

ところに従い、毎年１２月３１日までに開催されなければなら

ない。と定められていますので先週の例会後、指名委員会

を開催し次年度の理事・役員の候補者を選出いたしました

ので後程、指名委員会の委員長、兼子パスト会長から発

表していただきます。今日の年次総会で皆様のご審議、よ

ろしくお願いいたします。

　そして今年度、中本君、大庭君、藤川君、大村君の４名

もの新会員が増え皆様のご協力に心から感謝申し上げます。

また大槌町の教育委員長様から先日の図書券贈呈に対し

てお礼が届き。長泉町で行った東北震災パネル展に対し

ても、災害復興副大臣からお礼の手紙が届き大変評価さ

れています。中村委員長を中心としたＲＩロータリーの規定

の見直しに伴いせせらぎ三島ロータリークラブの定款など

の見直しの戦略委員会の立ち上げも出来、予算について

も理事会の承認が取れ委員の選出も終わり、進みだしまし

た。　　

皆様のご協力で着々と今年度のクラブ運営が進んでいます。

ありがとうございます。

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

３月２６日　   石井和郎君

４月 ２日　　　山本良一君

４月 ６日      大房正治君　　　入会記念日

入会記念日

※紙面の都合で理事会報告は次号に掲載します

①三島市教育委員会教育長より三島地区中学生体験事

業［ゆめワーク三島］の２９年度の受け入れ事業所として

御協力下さいますようにとの要請がありました。三島市から

要請された企業は御協力下さい。

②４月より例会場が呉竹に変更になります。シンコーパー

クとヒロセパーキングの２か所が指定され駐車券が出ます。

それ以外の駐車場は自腹となりますのでご注意ください。

幹事　米山晴敏君

幹事報告

小学校に記録保持者として、３６年間記録を書き換えられ

る事なく名前が残されているそうです。高校は、御殿場の

高校へ少・中学校で鍛えた脚力で自転車通学した事もあ

り皆から驚かれていたそうです。体力と根性は自信あるが

あまり勉強は好きではなかったとの事です。高校卒業後は

医薬・農薬・化粧品の安全性の検査をする会社に就職し、

薬や化粧品が世の中に出る前に、動物でどのような影響

が出るのか？毎日これを調べるのが仕事でしたが、その

動物を解剖するのに心が痛み、こんな事から会社を退職し、

それをきっかけに労災の仕事、社会保険労務士の仕事に

興味を持ち、平成４年に今の職場に勤務し１３年後に社会

保険労務士、２０年後平成２４年に特定社会保険労務士

の資格も取得。２０年かけて資格を手にしたのも少年期に

培った根性の証とではないでしょうか。いまでも社会保険

労務士業界に入った当初の心は忘れずにそして「ありがと

うと感謝されることがうれしい・訪問先に貢献出来る自分に」

の気持ちを持ち続け、平成２０年１１月事務所が社労士法

人とされ遠藤さんも社員となり、その３年後にせせらぎ三島

ロータリークラブに顧問先の中村パスト会長と山田さんの

スポンサーで入会させていただきました。ロータリーの事は

まだまだ分からない事が多いですが、この場所で確かに

自分自身が成長できていると感じ「出会いに感謝＆ありが

とう」を最近実感しているとの事でした。



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

開催日平成29年3月3日金曜日　　　　ブケ東海三島

（出席義務者）　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・内田憲一・宮澤正昭・米山晴

敏（特別出席者）　戦略委員会中村委員長・親睦委員会土

屋巧委員長

司会者　　米山晴敏　　書記・議事録署名人　宮澤正昭

１・プログラム変更について・・内田委員長

3月第5週小林さんの卓話を3月第2週の仲原さんと入れ替わり

ます。・承認

２・例会場移転の準備について・・SA委員会・・・山口委員長

4月7日より例会場がブケから呉竹に変更します。呉竹を使用

する3クラブとの器具、備品等共通使用及び使用認識の協議

が終了しました。これから会場の設備、備品の準備をＳＡ委員

会にお願いします。（今年度と次年度）3月31日の昼例会終了

後、ＳＡ委員会・親睦委員会を中心にしてブケから呉竹に引

っ越しを行います。一部備品はロータリー事務所に引越ししま

す。引越しの詳細と役割は両委員長と幹事で17日の例会後

に打ち合わせする。例会場移転で有する費用約１５万円は一

般会計から支出する。・・・承認

３・クラブ細則の改正にあたっての検討事項について・・戦略

委員会・・中村委員長

　　１・定款で取り上げている出席規定への例外、会員身　　　

　分に関する例外について

　　２・理事会の理事役員構成メンバーについて

　　３・役員の任務について　４・会合について（例会）　

　　５・入会金について　　　  

　　６・委員会について   

　　７・クラブの将来像と戦略計画についてのまとめ。

上記議題を戦略委員会で検討、協議します。・・承認

４・三島RC60周年出席について・・幹事　　

チャーターメンバー、理事、次年度、次々年度会長、幹事に

出席をお願いする、三島ＲＣから案内がきたら10名に配布しま

す。欠席者が出た場合は補充する。

５・春の家族会について・・土屋親睦委員長

3月26日（日曜日）バス旅行。満開の桜見物とスカイツリーの

見物をしながら隅田川の屋台船で天ぷらを食べましょう。クラ

ブ予算充当費150.000円を承認する

参加費は大人12.000円子供5.000円で来週から募集します。

６・青少年交換委員会承認について・・幹事

ＮＰＯ法人国際ロータリー日本青少年交換委員会が多地区

合同奉仕活動であることを承認するか、しないか、棄権か・・・・

当クラブは承認する。

７・地区協議会について・・・宮澤次年度幹事

4月2日2620地区、地区協議会参加義務者（出席者）1人×

3.000円支出｡･･･承認

第９回理事役員会報告

幹事　石井司人君幹事挨拶

ＳＡＡ委員会

委員長　片野誠一君出席委員会

＜ロータリーの楽しみ方＞

「タラ」「レバ」思考でロータリーを楽しむ方法。たとえば、

我がクラブには約４０名の方がメンバーにおられます。多

業種の集まりの団体であることは周知の通りでありますが、

そこで「タラ」「レバ」です。もし約４０種の職業に自分がそ

の職についてい「たら」どんな世界が待っているのか。一

方で弁護士だっ「タラ」どういう弁護士になっていただろうか？

産婦人科になってい「タラ」、レーサーになってい「タラ」な

どと、自分自身がメンバーの他業種に転化することによって、

「タラ」「レバ」を楽しむことができるのも、ロータリークラブ

の楽しみ方の一つではないでしょうか。

委員長　米山晴敏君広報委員会

「　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

委員会報告

委員長　土屋巧君

地区協議会について

出席者の方は宜しくお願いします。

４月２日（日）　７：４５　三島駅南口バス出発

山口辰哉　宮澤正昭　兵藤弘昭　原　兄多　遠藤修弘

矢岸貞夫　石井司人　大庭靖貴　中本豊晃　藤川智徳

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

入会記念日

クラブ戦略委員会の創設と始動について

※スマイルボックスは次号に掲載します。

国際奉仕委員会

委員長　兵藤弘昭君

Ｄテーブル　石井　司人君

２月27日　 小林　勝君

１月５日　　山本良一君

会員誕生日

入会記念日

マイロータリーについて

勝又佳員君：無事に３月３１日をむかえることができました。

本当にお世話になりました。

中村　徹君・山本良一君・石井邦夫君・山口辰哉君・土

屋巧君・石井和郎君・山口雅弘君・鈴木真知子君・藤川

智徳君・大庭靖貴君・兵藤弘昭君：ブケ東海社長勝又

佳員さんはじめ従業員の皆さん、せせらぎ三島ロータリー

クラブ例会場として、９年間、大変お世話になりました。あ

りがとうございました。

石井邦夫君：春の家族会、親睦委員長土屋巧様及び委

員の皆様ご苦労様でした。桜はまだ早かったですが、岡

様の１人舞台がたいへん楽しかったです。

土屋巧君：先日の家族会では皆様にご協力いただきまし

て誠にありがとうございました。天気は今一つ三つくらいで

したが、岡ちゃんに大いに盛り上げて頂きました。

内田憲一君：春の家族会、土屋委員長ご苦労様でした。

食事、宴会大変良かったですネ。岡君のスペイン語の歌

最高でした。でも２度と聞きたくないですネ。当社のバスご

利用ありがとうございます。

仲原実生君：２６日の家族会に参加しました。人生初の屋

形船が自分の想像していた船と違い大変快適でした。浅

草も初めてでしたが、山田さん、内田さんと脇道を通りお

好み焼きを食べていました。次回機会が有りましたら参道

を歩きます。

山口雅弘君：私事ですが、バレンタインデーから４０日間

入院しておりました。退院してすぐに年度末最終週、そし

て本日最終日、また入院しそうです。遠藤さん、広報の

代役ありがとうございました。

スマイルボックス

次年度会長　山口辰哉君

〇タイに行けたこと

　ロータリアンと実感できた

〇つながりができた

　（いろいろな職業の方と・若い経営者と）

〇屋形船に初めて乗れること

Ａテーブル　

ようこそせせらぎ三島
ロータリークラブへ

杉山寿美子さん

会員誕生日 ３月２６日　   石井和郎君

４月 ２日　　　山本良一君

４月 ６日      大房正治君　　　入会記念日


