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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

２２/３２　　 　　　６８．７５%　　　　２９/３２　　 　　９０．６３%

２７/３３　　 　　　８１．８２%　　　　　　　　  　　　　　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

９月28日　　兵藤弘昭君

せせらぎ三島ロータリークラブ 検 索

　9月1日から始まった「世界ポリオデープロジェクト」も10月

24日の「世界ポリオデー」で一応締めくくりを迎えます。私ど

もクラブも三島クラブ・三島西クラブ、そして日大三島高校・

知徳高校のインターアクトクラブの協力を得て、来週21日

に日清プラザで募金活動を行います。是非皆さんのご参

加をお待ちしております。

　また、今月は米山月間でもあります。明日14日そして15

日には米山梅吉記念館で長期派遣学生のオリエンテー

ション、米山奨学生カウンセラー研修会も開かれます。

　さて、今日10月13日はどんな日か調べてみました。

日本麻酔科学会が制定した「麻酔の日」だそうです。1804

年のこの日、華岡青洲が世界で初めて全身麻酔による乳

がん手術を成功させた日だそうです。話には聞いたことが

あっても内容は全く知らなかったものですからちょっと調べ

ました。和歌山県立医大のホームページに詳しく紹介され

ていました。青洲が世界で初めて全身麻酔の手術をした

のは平山村・現在の紀の川市で、和歌山県立医大の紀北

分院のすぐそばだそうです。華岡青洲が開発した麻酔方

法は、曼陀羅華（まんだらげ）、別名チョウセンアサガオな

ど数種類の薬草を配合した麻酔薬「通仙散（つうせんさん）」、

別名「麻沸散（まふつさん）」を内服するというものでした。

通仙散が飲み薬であるために麻酔が聞き始めるまでに約

２時間、手術を始められるまでに約４時間後、目覚めまで

に６～８時間と、現在の麻酔と比べて格段の時間を要する

ものだったそうです。私も胃カメラを飲んだ時に全身麻酔と

いうものを1回経験しましたが、マスクを当てられ数を数え

ているうちに意識を失い、目が覚めた時にはすべてが終

わっていたものとは全く違いますが、約200年前にこのよう

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

吉沢和久君（川崎西ＲＣ）

深沢友晴さん・石井　亨さん

（青年会議所）

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

　皆さまこんにちは。

10月の半ばだというのに少しも

涼しくならないと思っていました

ら、今日は昨日に比べて10度

近く温度が下がっています。暑

かったり寒かったりで体調を崩

される方が出ておられるようです。

どうぞ皆さまご自愛ください。

な偉業を達成されていたことは驚くべきことだと思いました。

　もう一つ、10月はサツマイモの旬。江戸から川越まで13

里あるそうで、川越の市民グループが「栗(九里)より(四里)

うまい十三里」と言われていたことから「サツマイモの日」

と制定したそうです。



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10月6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・原兄多・遠藤修弘（欠）・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）

　特になし

2　ポリオ撲滅街頭募金活動参加協力について・・・幹事（3）

　日時　10月21日　13～15時

　場所　イトーヨーカ堂三島店

　三島ＲＣ・三島西ＲＣ・せせらぎ三島ＲＣ・インターアクト

　クラブ

 次回例会にて参加を呼び掛ける。また、参加者はメイク

　対象とする。

3　11月12日2620地区大会について・・・幹事（3）

　三島西ＲＣとバスは一緒

　予算1人15,000円×10名＝150,000円＋バス代で協議　

　願い

　出席者発表

　山口辰哉・宮澤正昭・石井司人・岡良森・原兄多・遠藤

　修弘・矢岸貞夫・中本豊晃・大村典央・渡辺裕介　

　以上10名

 上記は出席義務者であるが矢岸君は、代わりに大庭君　

　に依頼済み。尚、帰ってからの打ち上げは、当日の焼　

　津さかなセンター

4　その他　特になし

第４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

篠木喜世君

　学校法人篠木学園の柱である「桜ヶ丘幼稚園」は主人の母

が昭和42年（1962年）に、3人の子どもたちを集めて、ピアノと

絵画を教えた教室が始まりです。その後、幼稚園となり、昭和

54年には学校法人の認可も受けて、学校法人立の幼稚園とな

りました。一時は定員120人を大きく上回る園児であふれてい

た幼稚園でしたが、傾斜地で狭いという立地の悪さや子供の

数の減少により、平成20年頃には園児数が100人を切るまでに

なっていました。更に幼稚園の施設基準の改訂により、現状の

ままでは平成27年4月以降、運営が厳しい事態となりました。こ

の時、理事長である主人と園長である主人の母は、新条件を

満たすべく改築・増築をして、桜ヶ丘の地で幼稚園を続けよう

と計画しました。しかし旧園地での改築工事は無理なことが判明。

このまま新入園児を取らず蝋燭の火が消えるように閉園してい

くか、条件を満たす新しい場所に幼稚園を移転するか、二者

択一となりました。結局、主人の「両親の生きた証を僕の代で

無くすわけにはいかない。打って出る。」の一言で、移転へと方

向が決まりました。その後、高齢の園長と多忙な理事長の代わ

りに計画を進める黒子として、私が平成23年4月より学校法人

の事務長として経営に携わるようになりました。それまでは、別

な仕事をしながら片手間に幼稚園の経理をみていた程度でし

たので、園舎移転に関する仕事はわからないことだらけ！！！

そんな時に、友人・知人、静岡県、三島市などたくさんの方々が、

親身になって色々と助言や力添えをして下さいました。そのお

陰様で、平成25年11月7日、「学校法人篠木学園　桜ヶ丘幼

稚園」と「しのぎ小児科内科クリニック」は、三島市谷田で新た

なスタートを切ることが出来たのです。ところが幼稚園とクリニ

ックが新たな歴史を刻み始めてもうすぐ3年になろうとする平成

28年9月1日に、理事長であり院長である篠木光昭が69歳で急

逝してしまいました。余りに突然な事で、未だに「これはすべて

夢なのかも・・・」と思う時もあるくらいです。主人の急逝により、

私自身、事務長から学校法人理事長も兼務するようになり、戸

惑う事も多い1年余りでした。しかし最近ようやく、主人が思い描

いていた「教育付き学童」の夢を実現して、学校法人篠木学

園の歩みを更に前に進めて行くことが、残された私の使命かな

と思うようになりました。現在、平成31年4月に、工作室・実験室・

音楽室・調理室その他さまざまな子どもたちの夢を育むスペー

スを備えた学童施設をオープン予定です。そこでは、ネイティ

ブによる英語とロボット・プログラミングやエジソン・クラブなどは

毎日できます。勿論その子供のペースで、宿題をしたらのんび

りするも良いし、ボードゲームで遊んだり読書をしたり、料理をし

たりも良いでしょう。音楽を奏でるもよし、絵を描いたり木工作を

するのも良いでしょう。小1から6年生までの仲間と、コミュニケー

ション力を養い、考えて試行錯誤して工夫する力を培い、自

由に発想したものを形にしていく楽しさを実感する場にしたいと

思います。ご両親が安心してお仕事に打ち込むための選択肢

の一つとして、この学童を提供できたらと思います。学校法人

篠木学園は、「満3歳から12歳まで」の教育の場を提供する仕

事を通して、主人の両親が一から築き上げ、主人が末永く残し

ていきたいと願った教育の火種を、これからも絶やさずに繋い

でいきたいと願っています。

　最後に、主人の生きた証であるクリニックも、ロータリーでご縁

のある女医さんが借りて下さり診療を続けて下さっています。保

護者にも評判の良いとても素敵な先生で、本当に有り難く思って、

感謝しています。非力な私が縁の下でこれまでやって来られた

のは、全て皆様方の応援のおかげです。今後とも、ご理解、ご

協力、ご支援をよろしくお願い致します。

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：本日卓話です。よろしくお願いします。

兵藤弘昭君：このごろ例会参加できる日が少なくて申し

訳ありません。世の中選挙ムード一色という感じですね。

今回の政党の論点のひとつに子供の教育をどうするかが

あります。子供を持つ世代として注目されることは大変あ

りがたいことだと思います。しかし一部では教育を食い物

にする籠池前理事長のような方もいることも事実です。自

身の都合のいいことをばかりを主張し、脅迫まがいの行為

をする人が学校経営をしていることは非常に残念だと思

います。「うそをついていけない」と子供に教えている教育

者がうそをついては、子供たちが健やかに成長するはず

もありません。教育改革と言われ久しいですが、まずは教

育者改革から始めるほうが先決ではないでしょうか。偉そ

うなことをいったのでスマイルは多めにします。

渡邊裕介君・大庭靖貴君：来週は宅建協会台湾旅行の為、

例会お休みいただきます。すみません。楽しんできます。

原　兄多君：すしざんまい社長の講演、聞きに行こうかと

思っています。

中本豊晃君：本日、私も所属している三島青年会議所の

事業ＰＲの機会を頂きありがとうございます。ぜひ、ご家族、

会社の方、お友達をお誘いあわせの上、ご来場下さい。

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。

今日の料理


