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会長挨拶

司会：田中錦城君　指揮：藤川智徳君

石井（邦）君、大庭君、加藤君、篠木君、杉山（順）君、鈴木（政）君、

仲原君、中村君、原君、山口（雅）君、渡邊君

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

２６/３６　　 　　　７２．２２%　　　　３１/３６　　 　　８６．１１%

２４/３５　　 　　　６８．５７%　　　　　　　　  　　　　　３７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

三

(＊出席免除会員の欠席者　大房君、澤田君）

幹事報告
幹事　宮澤正昭君

①8月18日の家族例会は、9月10日（日）に変更となりまし

た。したがいまして、8月18日（金）の例会は休会となります。

山口辰哉君：明後日のコンペ優勝できますように！！

米山晴敏君：白鵬が新記録！スマイルします。

小林　勝君：今年に入って3回目のＤＬに娘にねだられ行

って来ました。娘は可愛いですが正直つらいです。

スマイルボックス

７月25日　　大村典央君

８月６日　　　中山和雄君

８月１１日　　 太田政人君

入会記念日

せせらぎ三島ロータリークラブ 検 索

ができました。それもつかの間の、という今日であります。で

も考えようによっては、12分の1がすでに終わった、というこ

とでもあります。

　松村ガバナーは尊大な雰囲気は全くなく、ざっくばらんに

話をすることができました。雑談が多かったようにも思いま

すが約1時間の面談があっという間に終わってしまったよう

な気がします。石井副会長がJC時代に顔を合わせていた

ということも、ガバナーにはせせらぎ三島に対して親しみを

持ってくれたようにも感じました。

　さて、今日8月4日はどういう日か。ちょっと調べてみました。

　まず、文字通り８・４ではしの日、だそうです。数年前にう

ちのクラブでも「マイはし」ブームがあり、誕生日プレゼント

かなんかで「マイはし」をもらいました。今でも使っていらっ

しゃる方はおられると思いますが、その流れなんでしょうか

今ではほとんどの外食産業で洗えば使えるはしが用意さ

れています。吉野家でも松屋でも、です。私はそのたびに「割

り箸をください」といいます。日本中であの箸を洗うのに使

われる洗剤や水の量を考えると、これはいかがなものかと。

割り箸は原則、間伐材を利用して作られます。コンビニな

のでくれる割り箸は中国製の竹？でしょうか、その類が多い

のも承知はしています。間伐材で作られる量もそこそこある

と思いますし、そういった余分な木を切らなければちゃんと

育たないという風に聞いています。洗剤と大量かどうかわ

かりませんがかなりの水を使って洗うことがいいのか、間伐

材を利用して割り箸を使う方がいいのか、一考を要するの

ではないでしょうか？

　またもう一つ、「ビヤホールの日」でもあるそうです。1899

年のこの日、日本で最初の「ビヤホール」として、株式会社

サッポロライオンの１号店が東京に開店。その日を記念し

て1999年に同社が制定したもので、僅か35坪の店だった

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

松村友吉ガバナー（焼津ＲＣ）

藤島祥人地区副幹事（焼津ＲＣ）

金丸好孝地区副幹事（焼津ＲＣ）

土屋龍太郎ガバナー補佐（伊豆中央ＲＣ）

竹村淳一郎ガバナー補佐事務局（　〃　）
会員誕生日

入会記念日

幹事　宮澤正昭君

①本日は、土屋ガバナー補佐訪問です。よろしくお願い

いたします。

７月２９日　　田中錦城君入会記念日

会員誕生日

　こんばんは。

　あちらこちらでゲリラ豪雨が続

いていますが、この地域ではほ

とんどありません。雨がほしい、と

思われている農家の方たちも多

いのではないでしょうか？

　先週はガバナー公式訪問、三

島西クラブの主催ということで会

長挨拶もなく気軽に過ごすこと

そうですが、ガラス製ジョッキ半リットル10銭で飲めたとい

います。現存する日本最古のビヤホールは、1934年4月8

日に誕生した「ビヤホールライオン銀座七丁目店」で、今

なお創建当時のままの姿を残しているそうです。

　ビール、と注文してアサヒにしますかキリンですか、と聞

かれますが、ビールはサッポロに決まってるだろう、とおっ

しゃる方を時々見かけます。こだわる皆さんも今夜は「ビ

ヤホールの日」です。お気をつけてお出かけください。



ロータリー世界各地から

ＲＯＴＡＲＹ　ＷＯＲＬＤ

委員会報告
親睦委員会 遠藤修弘君

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

夏の家族例会　"はとバス" 希望コース確認のお願い

先般、夏の家族例会（８月２６日）「ブームに乗っかれ！東

京スカイツリー夏の思い出」にご多忙のなか参加申し込

みをいただきありがとうございました。ご案内のとおり内容

は"貸し切りバスで東京＆はとバス利用のスカイツリー見

学他ツアー"となっております。今回、この"はとバス"は２コ

ース用意しており、ご希望コースを選択の上、ご参加して

いただきたいと思います。つきましては、希望コースを配

布いたしました確認用紙に記入の上、会費を添えて７月

20日までに提出してくださいますようお願い申し上げます。

なお、予約数の都合上、希望に添えないこともありますが

その際にはご理解、ご協力の程よろしくお願い致します。

《当日スケジュール》

７：１０ 三島駅集合　⇒⇒　９：５０ 東京駅着　⇒⇒　１０：１０ 

はとバス主催　東京スカイツリーと有名ホテルバイキング

　⇒⇒　１８：３０ 東京駅発車　⇒⇒　２０：３０ 三島駅到着

解散

平成２５年�７月５日�金曜日�  19時30分�より

ブケ東海三島     

           

出席者�  杉山　隆　米山晴敏　小林　勝　山本良一　

　　　　　　加藤正幸　山田定男　矢岸貞夫　土屋　巧

　　　　　　太田政人　山口雅弘　石井和郎　宮澤正昭

欠席者� 山本　章�        

オブザーバー� なし�        

司会者� 加藤正幸   �  

           

①①２５周年について�    

　　第４週の大房君の卓話でクラブフォーラムを実施する。

�    

　　研修リーダーに澤田君を推薦するか今後検討�    

②欠席者メイクアップの件�    

　　欠席者にメイクアップ情報を出す。�    

③会員増強の件�    

　　第３例会に会員増強のためゲストに例会、出席を要

請する。�    

④奉仕委員会の件�    

　　３年後の自分への手紙の封筒への入れ込み作業を

例会中に行なう。�    

⑤親睦委員会�    

　　家族会の内容について検討する。�    

⑥ＳＡＡ委員会�    

　　例会中の禁煙について今後ＳＡＡで検討する。�    

     

第１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。

卓話

会員増強委員長　土屋　巧君

「第2620地区会員増強・維持セミナーの報告と我がクラブ

の会員増強の方向」

（松村ガバナー、野口パストガバナー他）

〇今回のテーマ

　ダイナミックなクラブを目指して〈さらに元気で明るいク　

　ラブになるために〉

〇日本のクラブが直面している問題

　会員の減少が止まらない

　クラブの活力が失われている

　会員間に意識のギャップがある

　奉仕活動のマンネリ

　若い会員のニーズに応えられない　等々

〇2620地区第2分区の状況

　（クラブ）　（会員）　（希望増減）　（　　方　策　　）

三島ＲＣ　　49名　　　－3（現状）　　

　維持のため若手を地区に出す　補助金利用で活性化

伊豆中央  　25名　　　2名増強　　　　オープン例会開催

三島西　　　45名　　　2名増強　　　　

　既存会員維持。若手の増強

御殿場　　　61名　　　―　　40代の若いメンバー増を目標

裾野ＲＣ　　12名　　　5名増　　　

　出席免除活用　　　会費負担を会社でしてくれない。

長泉ＲＣ　　25名　　　2名増員　　　　

　7月中に目標達成。2年後に30名へ

　準会員制度。入会時に年会費半額【早割】。

せせらぎ　　37名　　　2名増　　　　　

※会員数は平成29年6月末現在

〇せせらぎ三島ＲＣはどうしたいか？

　人数増やせばいいの？

　クラブに何を期待しますか？

　女性会員の増加は？

　会員の減少をくい止められますか？

〇会員増強・維持委員会としては

　オープン例会を開催したい

　4ヶ月に各テーブルで1名をオープン例会開催日に招待。

　1年で5名×3回＝15名

　いかがでしょうか？

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。

　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：昨日は親睦活動委員会の集まりをすっかり

失念しておりましたこと、お詫び申し上げます。途中参加

でご迷惑をおかけしました。

兵藤弘昭君：新党結成で三島はどうなるのでしょうか？

石井司人君：本年度に入り１年振りに復帰しましたゴルフ

同好会のコンペでハンディにも恵まれて優勝してしまいま

した。賞金の半額をスマイルさせて頂きます。

石井和郎君：出席委員なのに欠席が続きました。メーク

アップに励みます。

太田政人君：誕生日のお祝いありがとうございます。

田中錦城君：３１年ぶりに母校の土浦日大が甲子園出場

です。２日目第２試合応援に行って来ます。

土屋　巧君：本日卓話です。暑いですがクラブ会員の維持・

増強について討論しましょう！

鈴木真知子君：先月は欠席が多くすみません。スマイル

します。

矢岸貞夫君：先日健診をうけた結果、全てにおいて「異

常なし」でした。安心いたしました。

仲原実圭君：７月２３日に行われたゴルフ同好会コンペで

２位になりました。ご参加いただいた皆様ありがとうござい

ました。

スマイルボックス

「　奉仕・親睦　自分たちにできること　」

幹事挨拶
幹事　宮澤正昭君

　山口会長の下、各委員長や会員の皆様に、ご協力を

いただきながら、例会及び行事を執り行う様、努めたい

と思っていますのでよろしくお願いします。

委員長　石井和郎君プログラム委員会

　今年度はIM開催にあたり、プログラム変更の可能性が

生じて来ます。各種報告、卓話等、日時の変更がありま

したら早めにご連絡ください。

　皆様方のご協力をお願いいたします。

今日の料理

第２回理事役員会報告

開催日　平成29年8月4日金曜日　　呉竹

（出席義務者）

理事（9名）山口辰哉・石井司人・中山和雄・小島真・田中

錦城・原兄多（欠）・遠藤修弘・矢岸貞夫・宮澤正昭

役員（3名）岡良森・山田定男・仲原実圭（欠）

司会者　宮澤正昭　書記議事録署名人　岡良森

議題

1 プログラム変更について・・・山田プログラム委員長（2）

８月家族会日程変更→９月１０日

８月１８日は特別休会

８月２５日山本良一君の卓話の変更について

卓話予定者が変更を申出る場合、交代者に自ら折衝を行

った上でプログラム委員長に報告了解を求めるように指導

する。今回は３０周年関連卓話とする。

2　親睦委員会　夏の家族会について・・・仲原実圭（5）

蕎麦打ち体験会を９月１０日に開催する。多くの出席を得る

ため、会員家族、ゲストの会費を減額する。

3　その他

各委員長より予定等・・・（5～10）

①�スリランカへの文具の寄付について

個人単位、任意で対応する。

②�９月２２日例会について

裾野クラブとの合同例会とし米山記念館にて行う。

主催は裾野クラブ。内容は先方に任せる。

出席予定数を連絡する。→幹事

③�こども食堂支援について

月１回程度の食品提供をできるシステム作りを早急に検討

する。担当：会長・幹事

④�タイへの放置自転車贈呈、日程について

１１月下旬ターゲットで調整を進める。


