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会長挨拶

加藤君、小島君、小林君、篠木君、杉山（順）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、兼子君、澤田君、

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

２６/３４　 　　　　７６．４７%　　　　２９/３４　　 　　　８５．２９%

２２/３３　　 　　　６６．６７１%　　　　　　　　  　　　　　３８名

幹事報告

ロータリーソング  「日も風も星も」

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

野田和秀君（三島西RC）

６月２１日　　山田定男君

６月２７日　　山口雅弘君

せせらぎ三島ロータリークラブ 検 索

は平成10年以来大きな自然災害にはあっていませんが、

無いにこしたことはありませんね。さて私達の年度も、残す

ところ、２週間を切りました、メンバーの皆さんには、殊のほ

か、お世話になりました。そんな中で、パスト会長の、太田

政人さんが、難病の、多発性骨髄腫に襲われまして、治

療に専念する為に、クラブを退会させていただきたいと申

し入れがあり、無念ではありますが、受理せざるを得ない

と、理事会で了解させていただきました。太田政人パスト

会長の時、私は幹事を担当させていただきました関係上

さびしさが、ふつふつと感じて、センチメンタルになってし

まいました。残念です、しかしロータリーを愛しているので、

病気が改善して来たら、また復帰もしたいと前向きなコメ

ントを、お手紙をいただいておりまして、皆さんに披露させ

ていただきます。

　さてもう最後のアンチエイジング野菜の話をさせていた

だきます、今日の野菜はニンニクです、申し上げるまでも

なく、スーパーフードには間違いなく、今日はメンバー全員

にプレゼントさせていただきます、どうぞお持ち帰り下さい。

後はサヨナラ例会を残すのみです、今年は大変御足労と

お世話になりました、心から感謝いたします。ありがとうござ

いました。

①この会場でのホームクラブ例会最後となります。次週は

さよなら例会で三島テラスとなりますのでお間違いのない

ようお願いします。

②本日クラブ協議会です。各委員長から活動報告をして

いただきます。

会員誕生日

今日の料理

今年の梅雨入りは何時なの

か、気候の変化があるのが、

このところの日本でしょうか、

此れも温暖化でかたずけて

いいのでしょうか？毎年日本

の各地で、豪雨災害が発生

していますし、我が地域に



 

委員会報告

　1年をふり返り多々反省することが多い１年でした。

先ずは例会前半のセレモニーの時間を把握出来ず卓話の

時間をしっかりと取れなかったこと。

そして例会時間の延長をすること等・・。常に多忙の中例会

に出席していただける会員のために「例会時間をしっかりと

厳守すること」です。次年度からは「時間厳守」のための工

夫をすることをお伝えしたい。

最後に…1年間ご協力いただいた皆様、そして会場監督委

員会の皆様に感謝致します。

ご協力ありがとうございました。

　ロータリークラブ4大奉仕の主幹でありますクラブ奉仕の各

委員会を補佐してきました。実際のところ、各委員会共に大

変立派にできており、逆に私が補佐してもらった感もありま

す。年間プログラムを基に、各委員会様の努力により無事1

年を終えることが出来ました。ありがとうございました。

　又、30周年記念行事を大成功に収めることが出来たのも各

委員の皆様のご協力があってのことです。重ねてお礼申し上

げます。

クラブ奉仕委員会 委員長　山田定男君

　会員の皆様が「好意と友情を深められる」このような雰囲気

づくりを心がけ、家族会の企画をさせていただきました。

夏は、熱海の花火大会に合わせての夜間の家族会でした。

駅ビルの屋上でのバーベキュー、５１名の方が参加していた

だきました。

冬のクリスマス会では似顔絵やケーキを作成し大切な方に

プレゼントをしていただくという企画で６４名が参加していただ

きました。

春の家族会は、シーフードレストランで食事を楽しんだ後、

チームラボ（デジタルアートミュージアム）を40名が体験しまし

た。特に熱海のバーベキューは、みなさんと一緒に準備した

ことで、私だけでしょうか？集まった方が一つになったように感

じ、一体感を得た気持ちになりました。

このように、多くの方が参加してくださった事で、楽しい家族会

にすることができました。皆さん、1年間ご協力ありがとうござ

いました。

親睦委員会 委員長　遠藤修弘君

SAA 委員長　服部光弥君

　事業活動にかかるご報告は特にございませんが，皆様の

ご協力により，30周年記念式典での合同例会で，出席率

100％のご報告をすることができました。どうもありがとうござ

いました。

来年も引き続き出席率向上にご協力くださいますようお願い

いたします。

出席委員会 委員長　大村典夫君

　今年度、新しく設置した表記グループとしての、この一年

間の活動報告を申し上げます。

私たちが所属している２６２０地区内の編成替えに伴い、新

しく同一グループとなったクラブとの交流を積極的に図るこ

とを目的としてスタートしたわけですが、一部行事を絡めて

ではありますが、全てのクラブとの交流を行うことができまし

た。

11月には、熱海南ＲＣを訪問し、同月の伊東西ＲＣの40周

年に合わせ、交流メンバーを増員するとともに、同クラブ記

念コンペに参加しました。3月には、下田ＲＣを訪問し交流

を深めることができました。

これらの活動は、当クラブ30周年式典においても、貢献でき

たものと考えております。

同行していただきました委員会メンバーおよび記念コンペ

に参加いただきました会員の皆様に感謝申し上げます。

改めまして、先日の30周年記念式典、クラブ会員皆様に御

礼申し上げます。

新グループ交流委員会 岡良森君

7月・12月に子供食堂への食料支援をしました。 

30周年記念事業の田植え、収穫したお米を子供食堂へ寄

贈しました。

8月には、三島、函南町の小学年生から預かった”3年後の

自分への手紙”を中学2年生になった約1200名に発送しま

した。

10月にポリオ啓蒙活動及び募金活動を三島市内で3クラブ

合同で実施しました、この活動には知徳、日大三島高校の

生徒含め総勢30名が参加しました。

この1年、子供食堂がいかに社会に必要かを会員に説明出

来無かった事を強く反省しています。

クラブで3年前に地域で社会奉仕しようと始じめた時、子供

食堂は全国で３１９カ所でしたが、今ではＮＰＯやボランティ

ア団体が２７００カ所に増えました、又食糧廃棄処分の一部

を子供食堂にと、支援の輪が広がり新聞、テレビで報道さ

れています。

始めたのは早かったが、その輪に乗れなかった事を残念に

思っています。

初年度服部委員長、前年の遠藤委員長が報告書で『子供

食堂が社会奉仕事業の柱になることを願います』と報告し

ていますが、今年も説明力、実行力不足で出来無かった

事、申し訳ありませんでした。

次年度石井邦夫委員長にお願いします。

1年間社会奉仕委員会にご協力頂き有り難うございました。

社会奉仕委員会 委員長　米山晴敏君

　本年度の情報・文献委員会は、過去の情報・文献の整理

を目標に掲げましたが、力不足のため、目標を達成すること

ができませんでした。申し訳ありません。

過去のビデオ等をご提供くださったメンバーの方々に感謝

申し上げます。

情報・文献委員会 委員長　原　兄多君



 

本年は、せせらぎ三島ロータリークラブの記念年度でもあり

まして、其れも３０周年に当たるとゆうことで、前年度から少し

記念事業に取り組みました、会員の理解もあり、また年度を

またぐことに成りますので、広く理解が必要な事業もありまし

た、その中でロータリーの奉仕活動の中の一つであります、

国際奉仕活動の一環で、カンボジアで活動している、NGO

を立ち上げて、孤軍奮闘している、三島出身の内田君との

出会いがありまして、話しの内容から、我がクラブでも応援し

て行けるかを視察に行こうとなりました。行って見てあまりの

窮状に、メンバーの皆さんが、何とかしなくてはと感じて帰っ

て参りました、今後も連絡を取り合いながら、子供たちの教

育環境を整えてあげることができことが必そ要と思いまし

た。此れからの国際奉仕の方向性を次年度に向けてメン

バーと話し合って行きたです。社会奉仕の活動の一環です

が、全国に広がりを見せてている、子供食堂の支援です、

子供の食育教育と、保護者えの食育環境を整えることが大

切だと思います。此れもメンバーですただ物資の提供だけ

では環境を整える必要があります。最後に３０周年事業を此

れもメンバーの皆さんが、一年間以上掛けて、準備をして

いただいて、式典後に寄せられた、他のロータリークラブの

メンバーからは、大変お褒めの言葉をいただきました、せせ

らぎのメンバーの情熱が伝わって来ましたと、賞賛の声が寄

せられていました。此れもメンバー全員の総意があればこそ

と言えると思います。最後に実行委員長を務めていただい

た、中村先生に感謝です。そして一年間クラブを支えてくれ

た皆さん本当にありがとうございました。

会長 石井司人君

　幹事として、この一年間の活動報告を申し上げます。

改めまして、先日の30周年記念式典、クラブ会員皆様に御

礼申し上げます。

ご出席いただいた多くのお客様からお褒めのお言葉を頂くこ

とができました。実行委員会発足から約一年、記念事業の

実施から式典準備、そして当日の運営まで、膨大な作業を

分かち合って下さり、誠にありがとうございました。感謝の気

持ちでいっぱいです。

16年目になったロータリー人生で、もっとも充実した一年を

過ごすことができました。

多くの時間を30周年関連に費やしたわけですが、通常活動

としての、夏・春の家族例会やクリスマス家族会などにおい

ても、新企画目白押しのすばらしいものになりました。

親睦委員会の皆様、まことにありがとうございました。

また、今年度、例年にはない取り組みをしてくださったのは、

会場監督委員会の皆さんです。例会のコントロールをしっか

りされたのみならず、ユニホームを揃えてくださり、質感のあ

る例会が実現されました。まことにありがとうございました。

そのほか、各委員会のご担当におかれましては、年度当初

の計画を着実に実行してくださり、誠にありがとうございまし

た。

最後に、この一年間、一部には、独断的に運営しまったこと

に対しもしっかりフォローしていただきました石井会長に感謝

申し上げます。そして、お疲れさまでした。

幹事 岡　良森君

1、クラブ定款の改訂について

今回2016年に引き続き、規定審議会が2019年4月14日より

18日まで、シカゴで全世界の地区から代表が集まり、開催さ

れました。

国際ロータリー定款やクラブ定款の改訂については規定審

議会でのみ、改訂されます。改訂された定款については、

会員は憲法のように従う事になります。

既に「マイロータリー」のホームページには「改訂されたクラ

ブ定款」が載っていて、この7月より有効となると記されてい

ます。

「改訂された定款」を載せた方が良いと思い、山口辰哉さん

に相談しました。山口さんの会社にはクラブ用の原稿が既

に完成しています。会員の皆さんには、出来ましたら、「2019

年規定審議会決定報告書」をスマホかパソコンで確かめて

ください。よろしくお願いいたします。

スマホかパソコンで「マイロータリー」のホームページに入

り、どなたか、パソコンに精通されている方がおられました

ら、「会員登録」を是非行ってください。

初めて登録される方は以下の手順で入ってください。

①日頃使っているメールの、メールアドレスを入力。

②パスワードを入力。例えばrotary1234を入力。

「ホームページ」から、「ラーニング＆参考資料」をクリック。

下の方にある「方針と手続」をクリック。

下の方にある「規定審議会・決議審議会について」をクリッ

ク。

「2019年規定審議会の関連資料」をクリック。

「2019年規定審議会決定報告書」をクリック。

改訂クラブ定款が載っているページは137ページから152

ページです。

2、功労賞創設に伴う内部規定の改訂

現行の第5条「慰労規定」に(4)として加筆する。

「入会後、30年間所属した会員に対し、その功績を称え、功

労賞を授与する。表彰の方法・内容については、当該年度

の理事役員会にて決定する。

途中退会・再入会者については、通算在籍年数を対象とす

る。」

会計・クラブ細則検討委員会 委員長　鈴木真知子君

　本年度冒頭で広報の仕事はロータリアン自らが広告マン

になり、多くの人に伝える事が必要だということを目標に行

動していきましょうと話をしました。

実際、振り返ると昨年一昨年より人との会話の中でロータ

リーのはなしも多々するように成ってきた自分に気づきまし

た。

何といっても本年度最大の広報は、30周年のイベントだった

と思います。各ロータリアンがそれぞれの部署で一生懸命

活動をし、イベント当日にはせせらぎ三島の広報を最大限

伝える事が出来たと思います。皆様ご苦労様でした。これか

らもイメージ向上未向け、それぞれロータリアンが頑張りま

しょう。

公共イメージ向上委員会 委員長　仲原実圭君




