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会長挨拶

司会：田中錦城君　指揮：藤川智徳君

遠藤君、大村君、岡君、加藤君、篠木君、土屋君、中山君、

服部君、兵藤君、山本君

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

２７/３５　　 　　　８０．００%　　　　３１/３５　　 　　８８．５７%

２５/３５　　 　　　７１．４３%　　　　　　　　  　　　　　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　兼子君、鈴木（政）君）

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

８月２３日　　仲原実圭君入会記念日

せせらぎ三島ロータリークラブ 検 索

は燃油サーチャージだけです。着いてからどうするかを決

めるのが楽しく、ほぼ一日パソコンに向かって予定を考え

ていきます。今回はチェコのプラハ、そしてオーストリアの

ウィーンに行き先を決めました。ともにモルダウ川の流れる

場所です。チェコ国内を流れる時はチェコ語でヴルタヴァ

川と呼ばれ、モルダウはドイツ語らしいです。往復の飛行

機はマイレッジの空席情報から選ぶわけですが、希望した

フランクフルトはとれず、結果パリ往復になりました。目的

地はプラハですからどうやってプラハに行くか？フランクフ

ルトならば列車という選択肢があったのですが、パリからで

はあまりにも遠くチェコ航空にしました。JALが到着して2時

間待ちの飛行機がエールフランスであったのですが、パリ

に行かれたことがある方はお分かりだと思いますがバカで

かい空港のため迷ったらと思い4時間待ちのチェコ航空に

したわけです。このようにして、自分の動きを考えながらホ

テルはどこにする？移動はどうしよう？バスの予約も取って

おかなくては、などなど街歩き以外の時間を設定すること

も旅気分を盛り上げてくれます。チェコからオーストリアに

はバンのようなシャトルで行きましたが、国境をいつ超えた

のか全く分かりませんでした。ウィーンのホテルに着いたの

が夜の8時、あたりはまだ昼間と同じです。9時ころになって

ようやく夕方気分です。そのホテルの予約書を読んでおか

なかった私が悪いのですがチェックインは午後6時まで。ホ

テル玄関前で、外は明るいのにチェックインもできない哀

れなバックパッカーです。真剣に困りはて、携帯WiFiを持

っていなかったので、スマホの機内モードを外して電波を

受信するしかないな、と思い改めてホテルを探そうとしてい

たところに宿泊客が帰ってきて中には入ることができました。

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

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

　皆さんこんにちは。暑さがぶり

返してきました。いかがお過ごし

でしょうか。

　私的なことですが、夏休みを

いただきちょっとした一人旅をし

てきました。何回もお話ししてい

るJALのマイレッジで行きました。

コツコツと貯めたマイルを利用し

て行きますから往復の飛行機代

でもレセプションには誰もいないどころかシャッターも降り

ている。騒いでいるうちに人が出てきて何とか事なきを得

ました。

気分転換にはなりましたが疲れがとれません。明後日に

は2620地区の社会奉仕セミナーが静岡であります。遠藤

社会奉仕委員長が社会保険労務士試験の試験官を務

めるため出席できず、副委員長も兼ねる岡副幹事に同行

してもらうことになっています。

　さて、今日8月25日はどんな日か？1958年に日清食品

が世界で初めて即席ラーメン「チキンラーメン」を発売し

た日だそうです。あとは1931年に東京飛行場、現在の羽

田空港が開港した日だそうです。



ロータリー世界各地から

ＲＯＴＡＲＹ　ＷＯＲＬＤ

委員会報告
親睦委員会

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　"蕎麦打ち体験会" 

日時：平成29年9月10日（日）　９：４５集合

場所：長泉町南部地区センター

　　　　（長泉町竹原２１１－３０）

会費：会員2000円（その他の参加者は無料）

持物：スリッパ　手拭い　タオル等

※車でお越しの方はセンター南側の第２駐車場をご利用く

ださい。

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

石井司人君

今日の卓話は、次年度の30周年を迎えるにあたって、設

立準備委員会を作ることにおいて会員皆様のご意見をお

聞かせいただけましたらと、山本氏の、卓話の時間をいた

だいて、会員皆様のこれからの進め方に付いて、貴重な

アイディアなどを、忌憚なく意見交換の場として行きたい

と思いますのでよろしくお願いします。

ご意見

〇設立準備の為の人選を始める。

〇２０周年の記録が残されていると思うので参考にしては

いかがですか。

〇分区が変わるので、会場も、三島にこだわらなくて良い

のではないか

〇会長が、どのようなテーマをやりたいのか、早めに提示

して貰いたい。

〇役員構成等は、設立準備委員会が立ち上がったのち、

会長幹事も含めて決めて行けば良いのではないか。

まとめると、以上の５項目に集約されるようでしたので、参

考にさせていただき、まずは、設立準備委員会の立ち上

げが、急務かと思いますので、次の理事会に議案を提出

させていただきます。皆様のご意見の協力をいただいて

ありがとうございました。

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。

　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

米山晴敏君：選挙奮闘中、暑い中がんばってます！スマ

イルします。

澤田　稔君：少ないですが、暑中見舞い申し上げます。

仲原実圭君：永いロータリー休暇でした。みなさま、お久

しぶりです。

藤川智徳君：本日早退します。すみません。

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

今日の料理


