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会長挨拶

司会：山口辰哉君　指揮：田中錦城君

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�      

勝又君、杉山（順）君、中本君、山口（雅）君、山田君

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

１２/３３　　 　　　３６．３７%　　　　２９/３３　　 　　８７．８８%

３３/３８　　 　　　８６．８４%　　　　　　　　  　　　　　３９名

(＊出席免除会員の欠席者　澤田君）

せせらぎ三島ロータリークラブ 検 索

　今日は石井和郎さんの紹介をさせていただきます。石井

さんは１９５０年３月２６日三島市田町で生を受け、川崎で育

ち高校入学と同時にバスケ部に入部したがすぐに骨折し

た為退部し、大学生の時はバイト、マージャン、酒と、現を

抜かし勉学にはほとんど勤しんでおらなく４年生になり皆が

就活に勢を出している中、芝居の世界へと入り込み、３年

後当時女子美術大の４年生だった彼女と結婚し４人の子

供が出来、長女が小学生になるタイミングで少々心が揺

らいでいる時に叔母より仕事を手伝ってくれと声を掛けられ、

そろそろ年貢の納め時かなと思い、３５歳の時に三島へと

戻ってきて、叔母さんの仕事を手伝うのかと思いきや、清

掃の資機材を扱う会社を紹介され否応なく入社させられて、

今思うと、叔母と母との仕組んだ事と思います。一年後に

は妹に叔母さんの仕事を手伝うつもりで来たのだから自分

でやればとの一言で一歩を踏み出す事になったそうですが、

その当時他では見られないユニフォームや腰袋を作り揃

え体裁を整え、まずは身近な仕事から始めさせて頂き３０

年経った今では便器ひとつから大規模建築物まであらゆ

る物件に対応させて頂き、ロータリーアンの四大奉仕の一

環である職業奉仕を念頭に日夜邁進しているとの事でした。

ロータリーには大学の先輩である大房さんにちょっと飯食

いに来ないかと誘われ、そのまま入会させられたが、今で

はいろいろな職業の皆さんと出会うことが出来、知識や経

験を吸収させて頂き大房さんそして皆さんに非常に感謝し

ているとの事でした。以上石井和郎さんの紹介でした

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

　今晩は。今日からこの呉竹さ

んでの例会となりました、慣れ

るまで大変ですがＳＡＡの方

そして親睦の方たちは準備等

よろしくお願いいたします。また

先週の例会後の引っ越し、雨

の悪天候の中お疲れ様でした。

ありがとうございました。
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１５日　   渡邊照芳君

４月 ７日　　　仲原実圭君　

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例会終了後理事役員会を開催します。

②本日より例会場が変更になりました。より良い例会場に

するために皆さんの意見、提案をお願いします。

③分区再編成案が決まりました。本日の理事会で報告し

ます。

幹事　米山晴敏君

幹事報告



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

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

マルチプル・ポール・ハリス・フェロー

米山晴敏君

委員長　土屋巧君

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

マイロータリーについて

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　

社会奉仕委員会の分科会では、２つ内容で行われました。

1つ目は、次年度の活動計画について、2つ目は各クラブで

どのような活動をしているか？という内容です。

まず、次年度の計画についてです。今年度まで富士山５合

目付近の清掃活動を行ってきた活動はひとまず終了しまし

たが、次年度についても、引き続き清掃をテーマに取り上げ、

「奉仕、すなわちサービズとは？そしてロータリーの社会奉

仕とは？」を再考し理解を深めるためのセミナーを開催す

るとの発表がありました。日程は、平成29年8月27日（日）「静

岡県男女共同参画センターあざれあ」にて14時から開会。

講師は「荒川裕二氏」です。講師が大学時代に「自分を変

えたい」という気持ちから新宿駅でたった１人で始めた清掃

活動が色々な困難を乗り越え続けていくことによって、やが

て多くの人のこころを動かした。このような内容で行われる

とのことです。

続いて他のクラブが、どのような奉仕活動しているか？参

考していただくために、活動内容を発表しあいました。

①川の清掃②竹林を伐採して紅葉樹を植える。③善行表

彰（地域の社会貢献している人を掘り起こして表彰）④高

校入学の母子家庭に３万円支給⑤フードバンク（お歳暮、

お中元などで余っている缶詰など集め、恵まれない方たち

に配付する。）などでした。

それぞれの地域にあった奉仕はきっとあります、他がこれを

やっているからやるのではなく、その地域にあった奉仕を行

っていったらどうでしょうか？とのことで終了しました。

遠藤修弘君

地区研修・協議会に参加して

4月2日（日）、松村ガバナーの地元、焼津文化会館で行

われた「地区研修協議会」には2620地区のロータリアン

1000名近くが参加していました。当クラブからも11名に参

加していただきました。

まず、「公共イメージ向上委員会」が出来上がっていました。

従来の「広報・IT委員会」をこの名称に変更してほしい旨

が伝えられました。会員の減少が続くのは、ロータリーの認

知度が低いからではないかというのがその趣旨であったと

理解しました。（間違っているかもしれません）

もう一つは「END POLIO」の更なる充実です。10月24日の

「世界ポリオデー」に向けて9月1日から募金活動を重点

的に行う、ということでした。

地区研修・協議会報告

会長エレクト　山口辰哉君

（１）ロータリー公共イメージの向上とEND　POLIOへの支援

（２）ロータリー財団の補助金活用と寄付の推進

①地域補助金・グローバル補助金の活用

②財団への寄付はUS＄150　人/年

③ポリオ基金への寄付はUS＄30　人/年

④ベネファクター１名以上

⑤ロータリーカード加入促進

⑥大口寄付者のお願い

石井司人君

職業奉仕部会に出席し、研修を受けました。

H29年1月のロータリーの友に掲載されたビジョン策定特別

委員長　本田氏による論文「職業奉仕はロータリーの根幹か？」

の反響が大きかったようで、その論文についての賛成・反

対の立場から、それぞれ講演がなされました。

各クラブにおいても、職業奉仕について、あらためて議論し

て欲しいとの結論に至りました。

原　兄多君

委員会報告

米山梅吉記念館春季例祭
日時：平成２９年４月２２日（土）

　　　　午後２時～　　・開会前墓参

場所：米山梅吉記念館ホ－ル

・講演 １４：３０～

　[講師]　阿部 志郎　氏

　　　　　　（神奈川県立保健福祉大学名誉学長）

  [演題]　愛されて生き、生きて愛する

・アトラクション

　岸　ミツアキ  氏

  プロのジャズピアニストによる演奏

・懇親会　１６：２０～　

多くの皆様のご来館をお待ち申し上げております。

米山梅吉記念館委員　加藤正幸君

広報　ＩＴ推進委員会より

名称が「公共イメージ向上委員会」に変更となりました。

公共イメージと認知度の向上

・イメージとブランド認知を調和させる

・行動を主体とした奉仕を推進する

・中核的価値観を推進する

・職業奉仕を強調する

・ネットワークづくりの機会、ならびにクラブ独自の活動に

ついて広報するようクラブに奨励する

兵藤弘昭君



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

前年度開催理事役員会報告

クラブ協議会

平成29年4月7日金曜日　　呉竹

出席者　中山和雄・山口辰哉・鈴木政則・石井和郎・服

部光弥・兵頭弘昭・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・次年度社会奉

仕遠藤修弘委員長

欠席者　小林勝

司会者　米山晴敏

1.プログラム変更について

クラブ協議会を第3週から第2週変更で承認です

2.分区変更（決定事項説明）について

次々年度より第1グループとなり（三島・伊豆中央・三島西・

せせらぎ三島）が第1分区と一緒になるで承認です

3.戦略委員会、内規・細則変更決定案について

次週のクラブ協議会でクラブ細則の改訂について発表

で承認です

4.三島子供食堂支援について（卓話）

みんなのえがお　おたまちゃん食堂代表の押田智子さん

に卓話をお願いしたい　第3週に卓話で承認

5.その他・会場移転での問題点等

ボードに張るマグネットプレート等の材料費1クラブ2,000

円×3クラブ　＝6,000円で承認です

6.三島市より緑の羽根寄付の件について

クラブより5,000円で承認です

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

スマイルボックス

今日の料理

委員長　内田憲一君

委員会報告

米山梅吉記念館春季例祭
日時：平成２９年４月２２日（土）

　　　　午後２時～　　・開会前墓参

場所：米山梅吉記念館ホ－ル

・講演 １４：３０～

　[講師]　阿部 志郎　氏

　　　　　　（神奈川県立保健福祉大学名誉学長）

  [演題]　愛されて生き、生きて愛する

・アトラクション

　岸　ミツアキ  氏

  プロのジャズピアニストによる演奏

・懇親会　１６：２０～　

多くの皆様のご来館をお待ち申し上げております。

兼子悦三君：今日から例会も新しい場所です。どうか会

員も新しい気持ちで頑張りましょう。

太田政人君：例会場が呉竹となり徒歩３分の近さです。老々

介護の身には例会出席が楽になりました。

山口辰哉君：初会場です。会場設営のため親睦の皆様、

早くからありがとうございます。

米山晴敏君：新例会場にスマイルします。

石井司人君：新しい会場の始まりです。新しい気持ちで！

仲原実生君：新例会場呉竹さんにスマイルします。これ

からよろしくお願いします。

大村典夫君：３月は欠席ばかりで失礼しました。４月はしっ

かり参加します。私事ですが８月頭に第２子が産まれます。

次男のため女の子を欲しがっていた妻は残念がっていま

したがとにかく元気な子であればと願っています。

渡邊照芳君：先日の４／４、２回目のホールインワンが間

違いで出てしまいました。２回ある事は３回あると思います。

近々出ると思いますので期待して下さい。

矢岸貞夫君：地区研修・協議会に参加された皆様ご苦

労様でした。春の全国交通安全運動が６日から１５日まで

行われます。三島管内では死亡事故が多発しております

ので車の運転には充分注意して下さい。

内田憲一君：先日は地区協議会、出席の皆様ご苦労様

でした。又、当社のバスを御利用ありがとうございました。

中山和雄君：今晩は、後３か月よろしくお願い致します。

加藤正幸君：大社の桜もほぼ満開になって来ましたよ。

ぜひ行ってみて下さい。その節は露店で食べ物を買って

ください。当社の容器に入っております。本日は早退させ

て頂きます。

小林　勝君：本日、町内の総会がある為早退させていた

だきます。

スマイルボックス

米山梅吉記念館委員　加藤正幸君

今日の料理


