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会長挨拶

司会：藤川智徳君　指揮：岡　良森君

大村君、田中君、仲原君、中本君、服部君、原君、兵藤君、

山口（雅）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

２６/３４　　 　　　７３．５３%　　　　３１/３４　　 　　９１．１８%

２５/３４　　 　　　７３．５３%　　　　　　　　  　　　　　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、澤田君、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

９月５日　　　篠木喜世君

９月２７日　　米山晴敏君

１０月１日　　土屋　巧君

９月１６日　　大庭靖貴君

９月３０日　　藤川智徳君

１０月３日　　鈴木真知子君

せせらぎ三島ロータリークラブ 検 索

かもしれません。一昨日、第1分区下田ロータリークラブの

河津ガバナー補佐、第2分区伊豆中央の土屋ガバナー補

佐、お二人の努力で日程が整い、次年度から始まる予定

の静岡第1グループ会長幹事会がサンバレー富士見で行

われました。当クラブからは私と宮澤幹事が出席しました。

全9クラブになる第1グループの会長幹事が一堂に会した

のはこれが初めてです。各クラブ皆さんの自己紹介があっ

たわけですが、熱海南、網代多賀の方々は、これが4回目

の会長ですとか幹事の方は去年は会長でしたなど、会員

数で悩んでいるクラブの様子を伺い知ることができました。

協議事項としまして、真っ先に掲げられたのが新第1グル

ープのガバナー補佐選出の件です。実は先月末までに選

出をしてガバナーエレクト事務所に報告をするということに

なっていたのですが、9クラブの会長幹事の予定をあわせ

るのが大変ということで今に至っています。とりあえず今月

29日に2度目の会長幹事会を開いてなんとかしようというこ

とになりました。候補としましては9クラブの中で一番歴史の

ある伊東ロータリークラブ、第2分区の中で次々年度ガバ

ナー補佐の予定だった2番目に歴史のある三島クラブが

挙がりました。現実問題として、今後熱海南や網代多賀と

いった少人数のクラブから大所帯となった第1グループの

ガバナー補佐を出せるのかどうか、また、今回は抽選でと

いったようなことを提案するクラブもありました。いずれにし

ろガバナー補佐になりますとそのクラブからは事務局も出

さなくてはなりませんし、大きなイベントとしてIMがあります。

各クラブへのガバナー補佐訪問も規定では年4回だそうで

すが、これも結構な負担になります。三島クラブはこの件

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ポリオ撲滅街頭募金活動の日時が決まりました。

　日時　H29年10月21日（土）

　　　　　13時～15時（2時間）

　場所　イトーヨーカ堂　三島店

　参加は3クラブ合同+インターアクト

　ご協力を宜しくお願い致します。

７月２９日　　田中錦城君入会記念日

会員誕生日

　皆さまこんばんは

　先週の会長挨拶でEV車の

話題に触れましたら、その後続々

とEVの話がマスコミを賑わして

います。フォルクスワーゲンは

全300車種をHV、もしくはEVに、

なんて話題も出ていました。

2040年どころか、結構前倒し

で電気自動車の世界になるの

を持ち返って次回夜間例会の前に理事会にかけるという

ことになりました。

さて、今日は言わずと知れた「敬老の日」だったのですが、

実は「老人の日」です。2002年1月1日改正の「老人福祉法」

によって制定されました。2003年の祝日法の改正によって

9月第3月曜日が「敬老の日」になりましたので、従前の「敬

老の日」を残す意味で制定されたようです。



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

小島　真君

　皆さんこんばんは。本日卓話を担当します小島です。拙

い話になろうかと存じますが、どうぞお付き合い宜しくお願

いします。

　まずは、最近おきたちょっと嬉しかったエピソードを紹介

させていただき、その後私のおります医薬品業界の流れを、

保険調剤をメインとした保険薬局からの目線で紹介させ

ていただこうと思っています。中村先生や、太田先生、同

業の鈴木さんの前ではなはだ恐縮ですが、宜しくお願いし

ます。

　実は、9月9日先週の土曜日の出来事ですが、いつもの

通り酒におぼれてしまった私が、帰宅すると、なんと大切

な財布がない事に気がつきました。慌てて行った店や、タ

クシー会社、一緒にいたと思われる人物等々に電話をし

ましたが、何処にもなく、外に出て玄関周りを探してもなく、

おまけにセコムが鳴り出し、セコムから電話もありぐっすり

眠りについていた女房までおきてきて、我が家は大騒ぎに

なりました。あきらめて布団にはいり、日曜日に三島警察

署に紛失届けもだし、途方に暮れていたところ、午後3時頃、

外出から帰ってきた女房は「パパ、あったよ！」と、ビニー

ル袋にくるまれた私の財布を持っていたのです。中身を確

認してもすべてそろった状態でした。郵便受けの後ろに

置いてあったそうです。慌てて、防犯カメラを確認したとこ

ろ、私が帰ってきて、再び探しに玄関をでるまでの30分位

の間に、新聞配達の方が一人だけ写っていました。すぐに

新聞屋さんに連絡するも日曜日のため繋がらず、月曜日

に連絡したところ、一人の女性配達員にたどり着きました。

早速菓子折りと謝礼金をもってお礼に駆けつけましたが、

本人はおらず、会社の方にお預けして帰ってきたところ、

後から私のスマートフォンに本人から連絡があり「本当に

有り難う御座います。」と言われました。えっ　えっ　えっ　

それは私のせりふです！「当たり前の事をしただけです。」

と言われてしまいました。愕然としました。今の時代、拾っ

てくれた上に、小雨がふっていたのでビニール袋にまで包

んでくれて、人目のつかない郵便受けの後ろにやさしく置

いてくれた。とても暖かい気持ちにさせていただきました。

ネット環境が進み、新聞離れが激しい環境となりましたが、

こういう配達員がいてくれるなら、しっかり新聞を読もうと思

った出来事でした。

　それでは、本題に移らせていただきます。私の業界の流

れ、つまり医薬分業の歴史となります。医薬分業という言

葉はかなり以前よりありましたが、ほぼ機能しておらず、こ

こ35年位で急激に成長してきました。私も子供の頃は、風

邪をひき病院にかかっても薬は、院内の窓口にて、うけつ

けの女性からいただきました。しかし今では、処方箋をもら

い最寄の保険薬局で薬をもらいます。これが医薬分業です。

私も製薬メーカーで営業をしていましたが、昔は薬価差

益が大きく医師も薬を使えば使うほど利益を得ることが出

来ました。薬の使いすぎが医療費を圧迫していました。そ

れを改善するために国は医薬分業に目をつけたわけです。

行政の政策的誘導にて、どんどん薬局ができました。バッ

クマージンや、第二薬局など様々な問題もありました。私

も平成8年に三島徳倉にて、開局し今に至るわけですが、

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

篠木喜世君：誕生日なのでスマイルします。この１年、良

きロータリアンとして生活できますように。

加藤正幸君：池田おさむ君横一線状況、是非声掛けお

願いします。

中村　徹君：９月１０日家族会では孫と参加させていただ

きました。杉山さんはじめ親睦委員会の皆様、たいへんお

疲れ様でした。ありがとうございました。

藤川智徳君：前回の家族会欠席でした。すみません。

仲原実圭君：家族会、皆様ありがとうございました。クリス

マス会もよろしくお願いします。

小島　真君：本日、私の卓話です。つたない話となりそう

ですが、どうぞお付き合い宜しくお願い致します。

石井邦夫君：そばうち家族会、親睦委員会の皆様、ご苦

労様でした。特に二八会のそば、大変おいしかったです。

杉山様ありがとうございました。又、太田先生のあゆも大

変おいしかったです。御馳走様でした。

太田政人君：家族会で初めてそば打ちを体験させていた

だきました。なかなか奥が深いですね。

矢岸貞夫君：９／２１～３０まで秋の全国交通安全運動が

始まります。車の運転には充分気を付けてください。

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。

ぎりぎり良い時代が少し残っていたと感じています。様々な

営業が出来たからです。以前は同じ業界の同業者がライ

バルでしたが、現在は様々な業種の方々と情報を共有し

ながら仕事を進めなければなりません。しかしなかなか行

政の思うような医療費の削減が出来ません。それは、勿論我々

の人件費もかかれば、なにより高齢者の人口増加が進む

のですから当たり前のはなしなのですが・・・そこで今では、

行政の政策的誘導はすっかりなくなり、締め付けが行われ

ています。同じ事をやっていれば、どんどん右肩はおちてし

まいます。行政は、今ある薬局の数を半分にするとも言っ

ているくらいです。

　ではこれから何をすればいいかということですが、これま

では、薬局内で待っていれば患者さんが処方箋を持って

来てくれましたが、これからは、薬剤師自身が外に出て患

者さんの自宅までいく在宅医療も推進していかなければな

りません。弊社では、医薬品の臨床試験に関わるＳＭＯ事

業も行っておりますが、考えられる事として、訪問看護ステ

ーション、デイサービス、高齢者向け弁当宅配サービス、

企業主導型認可外託児所・・・等々様々な関連事業も視

野に入れていかなければならないと考えています。

それらを実現するうえで大切なこととして、最近読んだ本の

中から小林生観さんの、ご縁の法則からですが、人生の目

的は何か　それは人生を楽しむこと。自分の存在が喜ばれ

ているという喜びを、実感しながら生きて行く。ということだ

そうです。そんなふうに生きて生きたいものです。

有り難う御座いました。


