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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、大村君、鈴木君、篠木君、田中君、服部君、

原君、山田君、山本君、渡邊君

(＊出席免除会員の欠席者　兼子君、澤田君、山口（雅）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

２７/３３　　 　　　８１．８２%　　　　３２/３３　　 　　９６．９７%

２４/３５　　 　　　７０．５９%　　　　　　　　  　　　　　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

１０月2６日　　宮澤正昭君

せせらぎ三島ロータリークラブ 検 索

ありがとうございました。

　さて、今年のノーベル経済学賞を受賞されたのは、シカ

ゴ大学のリチャード・セイラー教授。心理学と経済学を融

合させた行動経済学、この分野での理論的功績が広く認

められたということのようです。「ナッジ理論」と呼ばれるこの

行動原理。我々にも多少関係がありますが、放置された自

転車、その放置自転車に悩まされていた京都のある雑居

ビルのオーナーが「ここは自転車捨て場です。ご自由にお

持ちください」という張り紙を貼ったところ、放置自転車が

一掃されたそうです。法的にはどうなのかちょっと疑問は残

りますが、同じようなことはほかにもあるようです。ナッジの

身近な活用例として、スーパーマーケットなどでは、通常

の野菜売り場とは別に地元の無農薬野菜の産直コーナー

を設ける、国産食材と輸入食材の区別や産地を明記して

陳列する、などです。このことによって買うつもりのなかった

ものを余計に買ったりした経験を持つ方もいらっしゃると思

います。

　また、面白い例としてオランダのスキポール空港では、

行ったことはありませんので確かめてはいませんが、男性

用トイレの小便器｡この小便器周りを掃除する床清掃クリー

ナー｡このクリーナーの大量使用やそれに伴う清掃費用の

高騰が悩みの種でした｡どうすれば清掃費用を減らすこと

が出来るか？小便器周りの床が汚れなければ清掃費用

を減らすことが出来るのでは？こう考えたマネジャーが一

計を案じたのがナッジ理論です｡小便器周りを汚すことなく

用を足してもらうには？

　そこで考え付いたのが、小便器の中にハエのイラストを

描きこんだそうです。最初はビックリするそうですが、多くの

人はこのハエめがけてオシッコを飛ばすそうです。そのお

かげで清掃費用の8割が削減されたそうです。

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

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山口雅弘君より休会願いが出ましたので臨時の理事

役員会を開催しました。長期にわたる健康不良の為との

事で承認されました。

②会場の設営について

ＳＡＡの藤川君が殆んどやって下さいましたが大変なの

で親睦委員会が毎回、2名位が協力をするという事で承

諾をいただきました。お知らせまで。

７月２９日　　田中錦城君入会記念日

会員誕生日

　先週土曜日、日清プラザに

て「世界ポリオデー」活動に参

加いただきました会員の皆さま

にはお礼申し上げます。三島・

三島西クラブ、そして日大三

島中高校・知徳高校のインタ

ーアクトクラブのメンバー、当

クラブ合わせて総勢37名で実

施いたしました。

　我々ロータリアンは常にこのナッジ理論と呼ばれる行動

原理に基づいて日々過ごしていると思います。いいんです。

社会貢献にもつながっています。一軒の飲み屋で終わる

ことなく、次は？となります。地域で生かしていただいてい

るのですから、地域にお返しする。さあ、今晩はどちらへ？

　さて、10月27日ですが私にとってはあまり興味のない「テ

ディベアズ・デー」、また読書週間一日目の日ということで

「読書の日」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。

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
藤川智徳君

私自身の自己紹介・生い立ち（コンプレックス）などをお話さ

せていただきます。

ロータリークラブに所属して1年が経過

現在、45歳バツ１独身、子供は４人　孫１人、

父は昭和５年生まれ　予科練あがり（志願：少年飛行兵　厳

しい訓練　特攻隊）かなりの変わり者だったそうですが既に他

界しております。生前は仏教の法門の勉強を熱心にしていた

→お坊さんにしたかったとのこと。父は常に厳しく、木刀による

折檻では尻を強烈に叩き上げられ尻から太ももの間には真

一文字についた赤紫のアザがいつまでも消えずちょうど消え

そうになるとまた叩かれるというサイクル。

父曰く、ケツだけはどんなに叩いても大丈夫とのこと。　

母は大正１５年生まれで現在９１歳で元気に暮らしています。

優しい人です。９１歳の母に４５歳の子ということは母が４６歳位

の時の子供ということになります。兄弟は異母・異父兄弟合わ

せると１０人以上定かではない・末っ子。貧乏子沢山で家は

非常に貧しく、幼少期は修善寺の温泉場のさらに奥地にある

低所得者の住宅に住み家は生活保護を受けていました。

・生活保護　食費２２００円を５人家族で４、５日分　標準米と

麦を合わせたおかゆにおかずはシューマイ１個（平たく潰して

食べていた）。小学校の時は学級費・給食費の払いは毎回

毎回遅れがち（いつも恥ずかしい思い）。先生から夕方にご

飯やパンの余りを貰う（折角の好意なのに実は全然嬉しくない）。

中学校は弁当　自分だけ弁当は真っ黒　白米のことを銀シャ

リと呼ぶ理由が良くわかる）。５キロの道のりをかばんを背負っ

て走って通学（全校生徒で自分と姉だけ）（皆はバス通学　

通常はスポーツバッグ）貧乏をさらけ出す。

・中学1年末で長泉に転校　バスケ部（シューズ・ユニフォー

ムを買えず退部）・坊さんか家業（クリーニング）鬼軍曹に逆

らうことも出来ず選択肢もなかった。単願にて韮山高校受験

失敗(不合格)　最終学歴は中卒。・卒業後泣く泣く家業を手

伝う　ハンチング帽をかぶり警察署や職員官舎への飛込み

営業・親に初めて反抗し１６歳で家出。寮つきの熱海後楽園

ホテル　ロータリーを知る。・学歴のないことをコンプレックス

に感じ自分どういう道で生きていったら良いか。いつもテーマ。

・１８歳　バルセロナ・スペイン留学2日(夢破れて現実を知る)

『浪費』。2ヶ月間途方に暮れ　娼婦や売人の住むホテル　

命からがら日本へ帰国。・学歴もない、目標もみつからない

・店員　土方　飲み屋でボーイ　不良との付き合い　ネズミ講

(マルチ商法)　ギャンブル　サラ金ふくめた借金５００万円。こ

のままの自分ではダメだと不良との縁をきっぱり切る。　工場

勤め真面目

・出会い１　建築へ来い　建築・現場監督と不動産全般を学ぶ

・建築は面白いと感じ真面目に取り組みました。・営業へ　飛

び込み営業１日１００件以上　１位　営業で食べていくことを決

める２４歳（学歴ではない実力の世界）（心のモヤモヤがとれ

た瞬間）・さらに住宅営業（マイホームセンター）で１位　スマ

ートでもトークがうまい訳でもない。こんな自分を信じてくれた

お客様を絶対に裏切らない。自分から言った言葉は絶対に

守る。

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

藤川智徳君：本日、初の卓話です。宜しくお願い致します。

大房正治君：選挙で皆様に大変お世話になりました。残

念ですが、負けました。

山口辰哉君：予想通りロサンゼルス対ヒューストンになりま

した。明日はダルビッシュが投げる予定です。

岡　良森君：先週土曜日、雨の中ヨーカ堂前広場でエン

ドポリオの活動してきました。インターアクトの学生活躍し

ていました。

石井和郎君：本日早退いたします。藤川君、卓話を聞け

ず残念です。

太田政人君：母の体調が悪いので早退します。

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。

今日の料理

・ただこのころ(サラリーマン時代)は自分本位でオレがオレが

の気持ちが強く仲間が少なかった。　紆余曲折

出会い２　協力者・経営の先生のおかげで個人事業を開業

33歳　・３件のお客様との約束を守るためだけにはじめた。3

件のお客様にとっても賭け・３件目のお客様のお引渡しのとき

に(約束したものがきちんと出来て)嗚咽泣き　初めて感謝を

体で知った。お客様がいてくれて仲間がいてくれて、そしては

じめて自分が生かされる。本当の感謝の意味を知ってから仲

間が増えた。・仲間と共に生きるために自分は経営者としてど

うあるべきか勉強をはじめた。　

松下幸之助さん・さいとう一人さん・田中角栄さん

(ロータリアン)（中卒の人）

・５年たった時に法人成りして現在はお客様と仲間の応援で

コツコツとお仕事をさせて頂き今年で丸１２年の歩みとなりました。

・出会い３　ロータリー　ステージアップのためのキーマン

・自分の力だけでは上のステージには行けない　キーマンの

話。成長過程においてそれぞれステージがあるとして自分の

力だけでは到底上がることは出来ません。だけど感謝の心を

持って真面目に取り組んでいるとそこには次のステージへの

扉の鍵をもったいわゆるキーマンに出会うことがある。あとは

自分がどうするか。

・父への感謝　中国の諺


