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会長挨拶

石井（邦）君、大庭君、大村君、小林君、田中君、土屋君、中本君、

矢岸君、山本君、渡邊君

(＊出席免除会員の欠席者　太田君、大房君、鈴木（政）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

１５/３０　 　　　　５０．００%　　　　２４/３０　　 　　　８０．００%

２３/３３　　 　　　６９．７０%　　　　　　　　  　　　　　３６名

幹事報告

ロータリーソング  「奉仕の理想」

司会：服部光弥君　指揮：藤川智徳君

幹事　岡　良森君

ようこそせせらぎ三島
ロータリークラブへ

鈴木俊也さん（大房君のゲスト）

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

　秋晴れが続いて、秋本番を思わせる日が続いていま

す。食欲の秋にと思いながら、本年度の地区大会に前日

から、山梨県内の富士屋Hotelに出掛けました。前日は、

会長幹事会でしたので私と幹事で出掛けました。会議が

終了したのちは、国際ロータリー代理の、足立氏を囲んで

の晩餐会が、用意してありました、美味しいフレンチと山梨

のワインで、おもてなしが続いて、約二時間半が経ちまし

た。山梨の繁華街にガバナー補佐と、三島ロータリーの会

長さんと私とで出掛けました、街はロータリーメンバーで賑

やかでした。翌日はメンバーには、朝早くから、お出かけい

ただいて、地区大会本番です、内容は参加者の皆さん

に、報告してもらえれば宜しいかと思い。私からは、今日も

アンチエイジングの野菜の紹介させていただきます。今日

の野菜は、縮み小松菜です。この野菜はは普通の小松菜

と比較しますと、全ての栄養価が5倍以上で、優れた技術

革新された小松菜です。今日もお二人の方にお渡ししま

すが、食べた感想を聞かせていただきたいと思います。

①国際奉仕委員会の準備状況について

　先週皆さんと写真を撮りましたミシンですが、昨日まで

全て現地に送りました。電動中古ミシン8台、足踏みミシ

ン1台、編み機1台で目標10台を送る事が出来ました。現

地からは贈呈式の準備を始めております。当クラブ仲原

君が明日から現地の前乗り調査をしていただけます。ま

た、先方からは文具等欲しいものリストも届いておりますの

で、本日の理事会に承認を得て準備したいと思います。

②本日例会終了後理事役員会と30周年に関する会議を

行いますので当該の方は残ってください。

入会記念日

2620地区　地区大会参加報告

１０月２８日（日）、山梨県甲府市内、甲府富士屋ホテルに

て開催されました今年度の地区大会に参加してきまし

た。参加人数は石井会長以下１１名です。（会長幹事は、

前日からの2日）

今年度の星野ガバナーは会員数17名の大月ロータリーク

ラブ所属です。近隣の都留ロータリークラブとともに主催

され、甲府ロータリークラブも後援されておりました。甲府

富士屋ホテルでは、大ホールが用意され規模の大きさを

実感しました。

記念講演は、経済評論家の勝間和代さんの『何が今、多

様性とセルフブランディングを可能にしているのか』でし

た。参加いただいた会員の皆様ありがとうございました。



講師の方々の話は、非常に興味を覚えましたが、なかでも、

于咏女子のバイタリティー溢れる活動力には、驚かされ、

又、分科会浄瑠璃公演での人形の足の動きには度胆を抜

かれ、拍手喝采、楽しまさせて頂いた、地区大会でした。 

"(会長・幹事・二日間ご苦労様でした。御二人の心づかい、

いたく心に染みいりました。)"

地区大会報告

幹事　岡良森君

１１月２７日、２８日、２日間、地区大会に参加してきました。

２７日は、石井会長、矢岸パスト会長、私の３名での参加です。この

日一番興味を持ったのは、ガバナー奨励賞を受賞した地区内他ク

ラブの活動発表でした。柿田川清掃を米山奨学生・学友と活動し

た沼津柿田川ＲＣ、不要メガネを回収し老眼鏡に仕立ててタイ王

国に寄贈する活動をしている河口湖ＲＣなど、独自の活動を行っ

ていました。

　２８日の本会議には、会長以下１１名で参加しました。去年同様、

食事時間の割り振りなど、朝早くから参加した我々には、多少厳し

いスケジュールでしたが、内容は充実していたように思いました。米

山学友のウ・エイさんのスピーチの中で、「いただいた奨学金月額

１４万円は、時給1,000円で換算すると１４０時間の自由時間を頂い

たことになり、充実した学生生活を送ることができました。」とお話し

されました。なるほどと認識を新たにしました。参加いただいた皆さ

んありがとうございました。

石井　和郎君

今回の地区大会出席に伴い２つの目的をもって参加して参り

ました。ひとつは⇒我々が翌年5月に控えている「30周年記

念式典・祝宴」の設営に関して「何か学ぶものはないか？」ひ

とつは⇒基調講演の講師から「何かを学ぼう」上記2件の目

的は達成されました。

1つ目に関しては甲府開催ということ以外は特に変わったこと

はなく、設営に関しては開催地区ロータリアンが設営管理を

していたわけではなく、イベンターが設営管理をしていたこ

と。これに関して、来る30周年では来場される方々をクラブメ

ンバー全員が感謝の気持ちをもっておもてなしをしたい・・・と

感じました。

二つ目に関しては、講師の伝えていた「多様性を活かす」こ

のことについては自分自身が常に感じ、努めている。また重

要視（尊重）してることで　今後くじけそうになりそうな時に強

い推進力となるだろうと感じました。

服部光弥君

10月28日　地区大会に出席してまいりました。

当日受付が8時30分と例年より少し早めのプログラムでした。

又、委員ごとの分科会はなく、その代わりに元R財団親善奨

学生の方の音楽会でした。

来年度のガバナーエレクト　安間みち子様（浜松ハーモニー

RC）の紹介があり次年の地区大会は浜松で行われます。

帰り道は大渋滞がありましたが無事に帰ってきました。

山田定男君

外国人の青年が元気よくポリオ撲滅の募金活動をされてい

た事が印象に残っています。さらに、米山記念奨学事業で奨

学金を受けた中国人の女性、ウエイさんが登壇されて、今

日に至るまでのことの報告もすばらしいものでした。ウエイさん

が日本に留学に来られる際、両親が相当苦労され、自分を

送られたこと、奨学金を受けるのに他の国の留学生とは、

ハードルが違っていたこと、いろんなことがありながらも奨学

金を受けられ、みなさんに支えられたことで十分に勉強がで

き、そのおかげで今では大手生命保険会社の営業所長のま

でなっているということでした。奨学金を受けることで1人の人

生をこれまでも変えることができているのだと感じました。私、

ひとりでは大きな事はできないけれど、ロータリーの一員とし

て、そこにかかわっているのだと有難く感じました。奨学金を

受けてこのように変わったという報告はよかったです。

遠藤修弘君

山路を登りながら

　秋晴れの中、甲府富士屋ホテルで行われた地区大会に10

月28日出席して来ました。

記念講演では経済評論家の勝間和代さんが講演され、「多

様性」についての話でした。

1、リーダーとは元々その人の持っている多様性を如何に生

かすかという事であって、チームで仕事をするには個々の才

能、能力を持った多様性をどうやって生かすかが非常に大

切だと強調されました。私たちの30周年記念事業を成功させ

るヒントでもあります。

2、アパレル業界では女性向けの商品開発には女性のデザ

イナーさんや女性幹部が必要であり、女性が持っているそも

そもの才能や能力が不可欠である。

3、視覚障害、聴覚障碍者、自閉症の方も、私たちが考えて

いる世界とは別の世界にあり、その集中力は私たちをはるか

に超え、更には持続することが出来る等、はたして障害者と

いえるか考えさせられますし、私たちはもっともっと彼ら、彼女

たちの才能、能力の多様性を認めようではないか。

4、人類の最初、ネアンデルタール人が滅びて、私たちの祖

先であるクロマニオン人が生き残った理由は、ネアンデル

タール人は集落が小さく、血縁関係のみでしか協力しあって

こなかったに対し、クロマニオン人は集団生活を何十人、何

百人という単位で血縁関係のない単位で作ることが出来た。

その結果として文明、文化の発展のスピード全く異なってき

たことによる。

5、現在のSNSが生まれたことによって何がわかるかというと、

これまで私たちはネアンデルタール人だった。見て知って考

えるとき、目の前にいる人だけしか繋がっていなかった。一生

で多い人でも繋がっている人は100人単位だったのではない

か。ところがSNSを利用している彼女はツイッターのブロガー

の人は2万人位いるそうです。毎日会話する中で、何か困っ

たことがあればそこに投稿すると誰かが即座に教えてくれる

そうです。現在では大企業でなくとも、チームや組織で仕事

をするとき、多様性を生かしたSNSを活用する事で、大企業

に負けない仕事の質や内容が可能となった。長文になるた

め、以下省略します。

中村徹君



会長 石井司人　幹事 岡良森

実行委員会委員長　　中村徹 

平成30年11月2日　　呉竹18：30理事会終了後

準備委員会構成メンバー

本年度会長・幹事・・・・・・・石井会長・岡幹事

周年実行委員会・・・・・・・・中村委員長・岡副委員長・服

部副委員長

周年実行アドバイザー・・・・・パスト会長

本年度理事・役員・・・・・・・石井会長・山田副会長・山口

辰哉直前会長・鈴木真知子会計・遠藤親睦委員長・藤

川会場副監督・ 山田理事・米山理事・大庭理事

次年度会長幹事・・・・・・・・山田次年度会長・石井和郎

次年度幹事

準備委員会役員予定者・・・・・山口委員長・小林副委員

長

準備委員会顧問団予定者・・・・矢岸顧問・山田顧問・加

藤顧問・宮澤顧問・石井邦夫顧問・米山総務

実行小委員会委員長予定者・・・6委員会委員長・6副委

員長

（重複あり）

　　　　　　　　　　　　　会議次第

１・準備委員会・・・・趣旨説明・司会進行・・・・・

２・会長挨拶・・・・・石井会長

３・実行委員長挨拶・・中村委員長

４・議事内容

イ・30周年の主旨・・・・中村委員長

ロ・会場式典内容概要予算説明・予定招待者・服部副委

員長

ハ・現在までの経過・及び記念事業報告・その他決定事

項・・・岡副委員長

ヘ・準備委員会の進め方・・準備委員長予定者（20周年

事業資料配付参考・

　　1年半の時間を取り戻す）・・・準備委員会

ニ・小委員会委員選別及び運営委員選別指名について，

役割分担要請について

ホ・次回小委員会開催日時・役割分担結滞・進行状態報

告徹底・・・・・・準備委員会副委員長予定者・・小委員会

結論12月中旬予定

ト・決定事項最終期日決定・・1月下旬予定

チ・準備委員会適時開催・小委員会からの報告検討と小

委員会への提案・・・

　　・・2月中旬

リ・小委員会最終決定後実行委員会承認、事業決定。実

行委員会に引き継ぎ・・・2月下旬

※準備委員会・小委員会・実行委員会は合同会議となる

場合があります。

　又順番が変わることがあります、都合が悪く出席できな

い場合は代理人を立てて頂くことがありますのでよろしくお

願いします。　　　　　　　　30年10月30日作成　　

          

せせらぎ三島ＲＣ 30周年準備委員会開催について　

澤田　稔君：今日の30周年記念委員会、中村実行委員

長、石井会長、岡幹事、実行委員会の皆さん大変ですけ

ど30周年記念が成功裡に終わりますことをご祈念申し上

げます。

中村　徹君：10月28日は地区大会に無理をお願いし出席

させていただきました。ありがとうございました。例会終了

後の理事会の後に30周年実行委員会の中から、小委員

会を中心とする準備委員会を立ち上げていただくことにな

りました。皆様に感謝申し上げますとともに、これからもよろ

しくお願いいたします。

石井司人君：昨日、6名のメンバーで熱海南RCの例会に

出席してまいりました。後楽園ホテルのランチは3500円で

したが美味しかったですよ！

米山晴敏君：急に寒くなり血圧が上がって困ってます。70

歳以上の方はご注意ください。

宮澤正昭君：先週休みました。スマイルします。

加藤正幸君：日曜日に長泉商工会で横浜みなとみらいへ

行ってきます。天気も良さそうで楽しんできます。

岡良森君：10月28日地区大会、ご参加いただいた皆さん

ありがとうございました。また11月1日、熱海南RCに6名で

行ってきました。

小島真君：昨夜、急に孫が遊びに来てくれました。かわい

くてたまりません！幸せです。

仲原実圭君：明日からカンボジアに行ってきます。11月24

日からの国際奉仕タイ・カンボジア訪問がスムーズに進む

ように現状確認、打ち合わせを行ってくる予定です。

藤川智徳君：11月第1例会宜しくお願いします！

田村康晃君：入会させて頂きまことにありがとうございま

す。今後ともご指導をよろしくお願いいたします。

篠木喜世君：いもほりが無事終わりました。今年は不作で

したがスマイルします。

中山和雄君：次週は小旅行のため休みます。鈴木君の入

会式に出席できずごめんなさい。

ACテーブル：10月26日パッパトリアにてAC合同テーブル

会を開催いたしました。30周年事業について話しました。

遠藤修弘君：今日服部君からの提案でスマイルカードを

テーブルの上に置かせていただきました。そのおかげで皆

さん沢山のスマイルをちょうだいしました。有難うございまし

た。

杉山順一君：今日は多くのスマイル有難うございました。あ

と1000円で20000円です。だれかお願いします。

スマイルボックス

10月28日　地区大会に出席してまいりました。

当日受付が8時30分と例年より少し早めのプログラムでした。

又、委員ごとの分科会はなく、その代わりに米山親善大使、

于(ｳ)咏(ｴｲ)様の音楽会でした。

来年度のガバナーエレクト　安間みち子様（浜松ハーモニー

RC）の紹介があり次年の地区大会は浜松で行われます。

帰り道は大渋滞がありましたが無事に帰ってきました。


