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会長挨拶

司会：田中錦城君　指揮：服部光弥君

加藤君、小島君、篠木君、杉山（順）君、鈴木（真）君、中本君、

中山君、米山君

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　　 　　　７１．４３%　　　　３１/３５　　 　　８８．５７%

２６/３４　　 　　　７６．４７%　　　　　　　　  　　　　　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、片野君、兼子君）

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

９月４日　　兵藤弘昭君

９月９日　　服部光弥君

せせらぎ三島ロータリークラブ 検 索

えっ、と思うようなこともいっぱいです。

一昨日でしたか日産が新しいEVの車「リーフ」が話題にな

っていました。フル充電すると400㎞走行できると。ご承知

の通り、フランスとイギリスでは2040年以降ガソリン車とディ

ーゼル車は販売が禁止されます。

　EV車は日経新聞によると2016年には世界で200万台に

達したそうです。販売台数の一番多い地域が中国で65万

台、アメリカの58万台を抜きました。この数字、前年比6割

増だそうです。アメリカのテスラはパナソニックと共同でリ

チウム電池の量産に入っていますし、世の中の流れはHV

を通り越していきなりEVの時代になるかもしれません。北

欧のノルウェイでは登録車数の約30％がEV車だそうです。

北欧では25年にはイギリス、フランスに先駆けてエンジン

駆動車を販売禁止にするというような話もあるようです。世

界的には全販売車数の0.2％でも、ヨーロッパを中心にそ

の流れは止められません。トヨタもHV、PHV、水素自動車

と進んできています。そのトヨタも2020年にはEV車の量産

体制を整えると言われています。最も保守的な予測でも20

年には現在の4倍以上に成長する、あまりにも急速な伸び

についていけません。

　エンジンという内燃機関の時代が終わる。高性能なリチ

ウムイオン電池を持つところが主導権を握る、そんな時代

になるのかもしれません。白物家電を中国のハイアールに

売却した三洋電機の電池部門はパナソニックが引き継い

でいます。その優秀な電池を持つパナソニックや日立、ま

た世界に誇る炭素繊維を持つ東レや旭化成などが車を作

るようになるのではないか。またベンチャーも盛んなようです。

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

菅沼　久君（御殿場ＲＣ）

林　　準君（　　〃　　　）

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

　皆さま、こんにちは。

世の中、いろいろと賑わせ

てくれると言ったら語弊が

あるかもしれませんが、困

ったことやあきれること笑え

ることなどなど、北朝鮮の

問題はさておき毎日毎日

新しいニュースであふれて

います。

　さて、9月8日は国際識字デーです。「My Rotary」に登

録済みの方にはロータリー財団からメールが来ていると思

いますが、世界には、読み書きのできない15歳以上の人

が7億7500万人、世界の成人人口の17％に当たるそうです。

1965年のこの日、イランで開かれた世界文相会議でイラ

ンのパーレビ国王が軍事費の一部を識字教育に、という

ことでユネスコが制定したそうです。



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。

開催日　平成29年9月1日金曜日　　呉竹

（出席義務者）

理事（10名）山口辰哉・石井司人・中山和雄・小島真・田

中錦城（欠）・原兄多（欠）・遠藤修弘・矢岸貞夫・米山晴敏・

宮澤正昭

役員（3名）岡良森・山田定男・仲原実圭

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）

本日の卓話者の変更については、大村君から岡君に急

遽変更となったが、変更について、先月理事会で確認さ

れた手順に従って行われたので了とした。

2　九州北部豪雨災害への支援について・・・山口会長（2）

　　７月の表記災害に対する支援として、２６２０地区から　

　募金要請１０００円／人あり。了解する。

3　東日本大震災復興支援について・・・米山晴敏（5）

今回で７回目の活動となるが、今回は、現地訪問を行わず、

各会員企業および賛同してくださる方に募金箱の提供を

行い、来年３月に改修した上で先方に送ることとしたい。

→了解とする。募金箱作成予算６７２０円

4　国際奉仕委員会タイ自転車贈呈について・・・矢岸貞

夫（3）

当クラブからの希望を、贈呈式１１月２７日開催で連絡する。

その際のタイ国内の移動手配（ウドンタニ往復）は先方に

任せることとする。また、関連して１１月２４日の当クラブの

例会は特別休会とする。１１月２８日に行われる現地スリウ

ォンＲＣの例会への出席は希望者のみとする。

5　その他

各委員長より予定等・・・（5～10）

①�エンドポリオに関する取り組み

９月第２週に他クラブと協議したい（会長）。

②�三島青年会議所からの後援依頼

当該クラブが行う講演活動（すしざんまい社長による講演）

において、後援団体として当クラブの名前を記載したいと

のこと→了解する。（費用の発生なし）

第３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

大村典央君

　弁護士の大村です。今回初めての卓話となります。今

日の卓話は私の所属事務所の紹介と弁護士の仕事に関

連した話をしたいと思います。

　私は東京都港区赤坂にある新東京総合法律事務所に

所属しています。代表は足利事件、ＰＣ遠隔操作事件な

どの主任弁護人を担当した佐藤博史弁護士です。その他、

元東京高裁判事の木谷明弁護士や早稲田大学教授の

寺崎嘉博弁護士など合計9名の弁護士が所属しています。

　弁護士のシンボルは天秤とひまわりです。天秤は公平、

ひまわりは自由と正義を表すといわれています。

　法律解釈の例として、「無断駐車には罰金1万円」と書

いてある月極駐車場に無断駐車をした場合、1万円を支

払わなければならないかについて話をしたいと思います。

誰かにお金を請求する場合、①お金を払うという契約（合

意）、または②不法行為（民法709条）の要件をみたす必

要があります。月極駐車場への無断駐車は合意がないの

で、不法行為の要件をみたす必要がありますが、損害額

はせいぜい車をとめることができない間のコインパーキン

グ代程度で、1万円を請求することはできません。住居・

建造物侵入にもあたりません。

　次に離婚原因（民法770条1項）について話をします。離

婚原因は法定されていますが、その他婚姻を継続しがた

い重大な理由（4号）は、総合的に判断されます。いわゆ

る熟年離婚について、裁判所は、一般的な離婚と比べて

認めない傾向にあるように想います。

　最後に遺言について少し話をします。自筆遺言は、後

日争われることが多いのでなるべく公正証書遺言による

べきだと想います。公正証書遺言は一般の方が考えてい

らっしゃるほど難しいものでも手間がかかるものでもありま

せん。

　ご清聴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

矢岸貞夫君：本年度タイ自転車贈呈式の日が11月27日

タイ北部ラオスに近いウドンターニに決まりました。よろし

くお願いいたします。

山田定男君：多忙で早退させてください。ごめんなさい。

大村典央君：海外出張から帰ってきました。うしろにチョコ

レートのお土産を置いておきますのでつまんで下さい。

渡邊裕介君：初めてのスマイルとスマイル報告にスマイル

します。

兵藤弘昭君：秋のためスマイル。

原　兄多君：来週・再来週とお休みなのでスマイルします。

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。


