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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、篠木君、杉山（順）君、鈴木君、土屋君、

中本君、服部君、原君

(＊出席免除会員の欠席者　大房君、兼子君、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

２２/３１　　 　　　７０．９７%　　　　２７/３１　　 　　８７．１０%

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

１１月６日　　 田中錦城君

11月10日　　岡　良森君

せせらぎ三島ロータリークラブ 検 索

たまたま知り合った海兵隊のバンド（ブラスバンド）のメンバ

ーの一人が横田に住んでいました。ベトナム戦争がまだま

だ続いていた時代で、立川基地もありました。初めて行っ

たのは中央線の立川駅からアメリカのイエローキャブで、

でした。立川と横田だけを結ぶアメリカ軍人専用のタクシ

ーが走っていたと記憶しています。滑走路を横切る形でタ

クシーは進みますが、ちょうど軍用機が下りてくるところで

あったため、滑走路手前にある信号機で止まった覚えが

あります。その後も数回訪ねるチャンスがあり、当時の国道

16号線の東側が基地そのもので、西側が軍人たちの宿舎

になっていました。中には軍人用のスーパーマーケット・

PX（Post Exchange）があり、食堂がありました。我々日本

人は食堂には入れますが、PXには入れませんでした。独

身者はマンションのような建物になっており、家族で赴任し

ている人たちにはちゃんと芝刈りが必要な庭まである1戸

建ての建物が用意されていました。私は赤羽の4畳半に住

んでいましたので、この違いに「えっ！」。私のことなどどう

でもいいんですが、一般の住宅事情と比べても…、という

のが中に入っての感想です。一度だけ、将校しか入れな

いと言われた食堂に、食べ放題のサンデーブランチに行

きました。めったにというか一度も食べたことなかったと思う

ローストビーフが驚きでした。あと、彼らは車を運転する際

に交通ルールをちゃんと守っていたこと、国に帰るためな

のか「For Sale」と書かれた車を何台か見ました。

　話は変わります。復興委員会委員長の米山さん発案で、

加藤さんに用意してもらった募金箱、皆さんのところで活

躍しているでしょうか？うちの会社にお客さんが来ることは

めったにありませんが、来なくてもいいテレビ局や新聞社、

印刷屋さんがよく来ます。とりあえず最初に説明をし、「ポ

ケットに入っているかもしれない5円、10円、1円玉でいいか

ら来るたびに入れてくれない？」と呼び掛けています。

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

会員誕生日

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

　週末は、台風が定番というよ

うに続きました。先週は、その

代わりにアメリカからトランプさ

んがやってきました。横田の米

軍基地に降り立ったわけですが、

この横田基地に私は何度か行

ったことがあります。45年くらい

前の学生時代のことです。

最近訪ねてくる媒体の連中が減ったのはそのためでしょう

か？長丁場です。少しずつでもたまっていけばと思ってい

ます。

　さて、今日11月10日は何の日か。まず、技能の日、エレ

ベーターの日、トイレの日なんだそうです。また、断酒宣

言の日でもあるそうです。11月ノベンバーを「飲めんばー」、

10日を「酒止（十）まる」の語呂合わせだそうです。「いい（11）

とも（10）」の語呂合わせで、いい友の日というのもあるそう

です。2011年3月11日に発生した東日本大震災を経験し

「大切な友との絆を改めて見つめなおす日」との思いから

制定されたようです。

今日の料理



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11月10日金曜日　　呉竹

（出席義務者）

理事（9名）山口辰哉・石井司人・中山和雄・小島真・田中

錦城・原兄多（欠）・遠藤修弘（欠）・矢岸貞夫・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（1）

２４日特別休会、１２月１日鈴木真知子君卓話→国際奉仕

委員会報告

2　11月12日2620地区大会について・・・幹事（1）

参加義務者の周知を徹底する。

3　クリスマス家族会について・・・仲原親睦委員長（3）

１２月２２日、三島ゴルフラウンジにて開催→了解

同日ゴルフ同好会コンペをオープン参加にて開催し、家

族他の参加を受け入れる。尚、当日は相乗りを奨励した

上で、代行代を１台３０００円を上限に補助する。 →了解

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
鈴木政則君

　今年で私も６６歳になりました。５８歳で社長の座を譲り、会

長になって８年が経ちました。お陰様で今は趣味を中心に自

分なりの楽しい人生を過ごさせて頂いています。今日はそん

な私の人生を振り帰り、私が今までどんな事を大事にしてき

たか、という事をお話しさせて頂こうと思います。私ごとでお聞

き苦しい事もあろうかと思いますが、少しでもこれからの皆様

の人生に参考になればと思います。

　まずは私が２５歳で創業しました建築設計事務所のことから

お話しさせて頂きます。設計事務所を開くにあたり、私は２つ

の事を目標にしました。１つ目は、たとえ設計事務所が苦しく

なっても施工はしない事。施工をしてしまうと建築設計の目

的が変わってしまうと思ったからです。２つ目は、お客様から

直接設計の仕事を依頼される様にしていくことでした。最初

は住宅会社や建設会社からの仕事で運営していきましたが、

徐々に私の一番得意とするプランニングの仕事を中心に、

直接お客様からの仕事を受ける様にしていきました。２８歳で

一級建築士に合格してから、３７歳でエムエス建築設計株式

会社を設立するまでの１０年余り、お客様に認めてもらえる様、

仕事以外にも心して取り組んでいる事がありました。それは心

を磨く事でした。私の様な未熟者でも会社を立ち上げ従業

員を抱えていく為には、それが大事だと思っていたからです。

そんな折、本立寺の鈴木住職と出会いいろいろ学ばせて頂

きました。人の話は最後まで聞く。仕事を紹介しても見返りを

求めない。利益を独りじめしない。お金は後からついてくる。等々、

そして家相と年廻りの見方もその時に学びました。この住職

にお会いしたのが山梨県早川にある七面山にご一緒した時

でした。七面山は日蓮上人が修行された山ですが、頂上ま

での登山は４～５時間かかります。大変でしたが、心が清めら

れる様な想いで参拝に来られる方も多く、私も２０年間毎年

登り続けました。住職がおっしゃる様に、できないながらも、い

つも綺麗な心で人の為に尽くす様心がける事が大事だと心

していた折、皆様もご記憶にあると思いますが、姉歯構造計

算偽造事件がおきたのです。私はその時設計事務所が偽

造までするのか、と大変ショックを受けました。それを機に建

築士法が大きく変わり厳しくなりましたが、それで良かったと

私は思います。たとえば、お客様からの直接の設計依頼に対

しては、設計事務所として最後まで責任をもって設計・工事

監理できるのですが、施工会社からくる仕事は、改正前は設

計と工事監理が明確になっていませんでした。でも改正後は

設計・工事監理が明確になり、責任の所在がはっきりしました。

又、改正前は検査済書を取る事は少なかったのですが、改

正後は検査済書は１００％取る様にとの指示があり、お客様と

のトラブルもなくなりました。そして私が一番力を入れていた

のは現場工程会議です。これにはお客様も同席して頂き、工

程の説明やお客様の意見もお聞きし、問題点は工程会議で

解決する事を徹底致しました。それにより、お客様の安心感

と建物への愛着が湧いてこられた様に思います。そしてそれ

が私共への信用となり、認めてもらえる様になったと私なりに

自負しております。住職がおっしゃっていた様に、人の為にと

思い尽くしていれば自然に人が集い、仕事の情報も入り発展

していく様に思います。振り返れば、良い人達の出合いが私

の人生を導いてくれた様に思います。

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

鈴木政則君：本日は卓話です。宜しくお願い致します。

岡　良森君：今日は、お誕生日お祝いいただきありがとう

ございました。

田中錦城君：58才になりました！長生きします。

加藤正幸君：11/5日曜日に帝国ホテルでランチをして来

ました。すごい警備で迎えられました。トランプさんと30分

すれ違いでした。

澤田　稔君：なんとなくぼやっとスマイルします。

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。

今日の料理


