
　今年の夏、私にもわかりやすい変化

を感じました。７～８月アブラゼミが

大いに鳴いていましたが、セミの生態が変わってきて、

いつもは８月の終わりに出てくるはずのクマゼミが早い

時期から出没し、その鳴き声はアブラゼミを上回ってい

ました。これが地球温暖化でなくてなにでありましょう

か。

　もう私たちの身近に環境の変化が迫ってきています。

 先日、新聞の片隅に「２７年ぶりに佐渡で人口６６，９
６２人面積８５５平方キロメートルの島に朱鷺が10羽放
たれました。」と書かれていました。

 昨年、佐渡へ視察に参りました時にたくさんの朱鷺が飼
育されていましたが、まだ朱鷺を放つところまでいきま

せんでした。地域ボランティアの皆様がその土地の田畑

や山に自然をどこまで残せるか日夜努力しておられ、特

に朱鷺が主食としているドジョウや昆虫などが農薬を使

用しているために繁殖が難しいとのことでした。しかし

今回「４０年前の自然を取り戻した」と関係者が話して

いました。４０年前の環境に自然を戻すということは大

変なことです。

　皆様考えてみてください。

　我々が住んでいる周りをせめて２０年前に戻すことが

できるでしょうか？

　はたして朱鷺が生き残ることが出来るのか、朱鷺との

共存・共栄を見守っていきたいと思います。

１．来週の例会は　米山記念館で行います　

２．本日　例会終了後　Ｂテーブルで　理事・役員会を

　　開催します。

３．三島市国際交流協会より　１０月１９日　日曜日　

　　１０時３０分より１５時３０分　国際交流フェア　

　　場所は日本大学８号館

４．日頃は当クラブの活動に対しまして、深くご理解と

　　ご協力を賜り心より厚く感謝申し上げます。また、

　　お陰をもちまして認証３０周年の諸行事を無事終了

　　出来ました事、重ねて御礼申し上げます。

　　さて　私儀　この度国際ソロプチミスト駿河３１期

　　会長に古屋こまゑ様が就任されました。

５．富士ロータリークラブより週報が来ています

新井香さん：皆様、お店に寄っていただきありがとうご

ざいます。日本語がよくわからないので、気持ちがうま

く伝わりません。スマイルします。

石井邦夫君：この度のウォール街の大暴落は全世界の株

式市場に広がっています。グリーンスパン前ＦＲＢ議長は、

今度の金融破綻問題に関して｢百年に一度の惨事だ｣と公



然と発言しました。このような市場心理の浮き沈みを説

明すると、米国の有名な投資家・ジョンテンプルトンは「強

気相場は悲観の中に生まれ、会議の中で育ち、楽観の中

で成熟し、陶酔の中で消えていく」と言っています。現

在は強気が消え、悲観の中で、再生するまでの過渡期か

もしれません。今夜、米国で金融法案が可決されれば道

は開けてくるかもしれません。神のご加護を！

太田政人君：急用のため早退します。

大房正治君：先週は本会議で休ませていただきました。

山梨副委員長にはご迷惑を掛けました。

澤田稔君：会員増強よろしくお願いします。チャレンジ

５０！！

野中信行君：今日は４４回目の結婚記念日です。よく持

ちました。スマイルします。

米山晴敏君・川村壽子さん：前回親睦例会のカラオケ大

会で完全優勝させていただきました。スマイルします。

米山晴敏君：親睦に請求されたのでスマイルします。脅

かされました。

　１０月１７日の親睦例会では、ビンゴゲームを行いま

す。各自５００円以下の景品を１点お持ちください。

■会員増強プロジェクト計画■

☆チャレンジ５０☆目標必達

 クラブ会長基本テーマ
 ｢２０年の生業を基に、仲間を増やそう｣
１．本年度のせせらぎ三島ＲＣの最大の事業であります

会員増強を会員総力・熱意・実行力で目標を達成しまし

ょう。

２．本年度当クラブは２０周年を迎えます。記念式典は

盛大な成人式を行いましょう。

３．当クラブ担当の第二分区ＩＭの大会テーマも｢会員基

盤増強について｣です。そこでとクラブの前向きな姿勢を

発表しようではありませんか。

４．３ヶ月ごと、状況・実績について話し合いましょう。

５．別紙のように２名１組にて活動を行いたいと思いま

す。もし１組で１名の増員が達成できたならば、会員数

５７名になり、近隣クラブがビックリするでしょう。

「よろしくお願いします。皆様のご協力とお力をお貸し

ください」

　別紙のように、勝手に２名チームを決めさせていただ

きました。お許しください。

■第２回実行委員会報告書（案）■　

★記念事業　　　　　：駅前にソーラー時計

　　　　　　　　　　：せせらぎ案内板・ベンチ

　　　　　　　　　　：鎌倉街道にバイオトイレ

★アトラクション　　：トーンチャイム

　　　　　　　　　　：ハンドベル

　　　　　　　　　　：ヒップホップダンス

★式典（Ｈ２０．６．７）

会　　場 

式典　２階　ラベンダー

記念事業

祝宴　４階　大広間

備　　考

各室はＰＭ１：００

より予約済

ブケ東海三島に決定

タイムスケジュール

受　付：

ＰＭ３：００

ＰＭ３：００～

ＰＭ４：４５～

　　１５分

ＰＭ５：００～

ＰＭ７：００

★概算予算（参加人数　１７０名）

　　式　典：会場費　室代　設営費　什器備品

　　記念事業

　　祝　宴

　　食　事：¥６，５００
　　飲み物　¥２，０００
　　　　　　ビール・日本茶・ウイスキー・

　　　　　　コーヒー・ジュース・ウーロン茶など　

　　コンパニオン１０名

★送迎

　　三島駅・田町駅　⇔　ブケ三島　　送迎バスの手配

★登録料　

　　西クラブ¥５，０００
　　せせらぎＲＣはクラブ負担　他クラブ三島１２名

　

　＊タイムスケジュールの確認

　＊セレモニーアトラクションンにより会場設営準備に

　　変動がある

　＊横断幕・看板・受付

　＊その他（テーブル・花・演台の花）



　１０周年記念式典のプログラムを参考に２０周年記念

式典のプログラムの基本形を作成した。式典で行うアト

ラクションとしては下記のものがあげられている。

１．国歌斉唱を三島北中のトーンチャイムに依頼する。

　　この時もう一曲演奏を依頼する。

２．ロータリーソング（奉仕の理想）をハンドベルに依

　　頼し、この時もう一曲演奏を依頼する。

３．記念式典会場から祝宴会場に移動するときにアフリ

　　カの太鼓の演奏を依頼する。

４．祝宴中に、放置自転車の贈呈を受けたタイの子供達

　　の感想文を朗読し紹介する。

５．祝宴中に、青少年育成をテーマとした２０周年の歩

　　みのスライドとビデオを紹介する。

６．２０周年記念事業については今後話し合って決める。

日　時：平成２０年１０月３日（金）

　　　　１９時３０分～１８時１０分

場　所：Ｂテーブル

出席者：大房　山梨　澤田　古屋　矢岸　西原　鈴木　

　　　　中村　兼子　片野　保坂　野中　小林　宮澤　

　　　　遠藤　中山

欠席者：渡辺

記録者：中山

司　会：鈴木

 
■審議事項■

 
１．次週１０月１０日例会について（保坂理事）

　　　次週は例会日・例会場が変更になっていますが例

　　会場（米山記念館）の２階にある米山梅吉資料館の

　　見学を市川事務員の説明で行いたいと思います。

・・・承　認

 
２．１０月２６日例会、地域開発奉仕プロジェクト

　　（小林役員）

　　　今年度の事業は、植林事業の一環として里山を考

　　えると題して、三島北中学校の岡山校長先生の里山

　　の出来方やドングリについての講演を聞き、生徒と

　　ドングリ拾いや、昨年植林した苗木の生育状況など

　　を観察する計画です。

・・・承　認

３．会員組織委員会（澤田理事）

　　　今年度、我がクラブの兼子会員がガバナー補佐を

　　委嘱され、ＩＭのテーマーを「会員基礎増強」と打

　　ち出しており、当クラブとしては真剣に、会員増強

に取り組まねばならないと考えます、是非会員の皆さん

に一人でも多くの入会推薦者を出してもらうよう理事役

員の皆さんにも会員全体が一丸となるようバックアップ

していただきたい。

・・・承　認

 
４．その他

イ、○鈴木幹事

　　　長島会員から退会届が提出されました、

　　理由は体調を壊したそうです。

　　残念だけれども・・・・・

・・・承　認 　
ロ、○中村役員

　　　ＩＭの予算書ができました。

ハ、

　○古屋理事　

　　奉仕プロジェクト委員長として、今後せせらぎ三島

　クラブとして、将来に向けどの様な事業が出来るかなど、

　会員にアンケート収集など行って会員全員で話し合い

　を進めた方がよいと思い、進めてきましたがその年度

　の会長が行ったほうが良いのではないか、との意見も

　出ているので如何したらよいでしょうか。

　○中山役員

　　アンケートの回答などで折角、新しい意見等が出て

　いるから継続しても良いのではないか。

　○野中会員

　　１１月にタイに行くので、新しい意見など出ると思

　うので、２月の奉仕プロジェクトは今の形で進めて良

　いのではないか。

　大房会長

　　個人的な意見だが、今までも青少年育成や職場体験

　などすばらしい事業として成功して折り、今の進行で

　良いと思う。

・・・承　認

二、

　○大房会長

　　他クラブ（ライオンズ）からの誘いですけど昨年の

　中越地震のときに救援物資を送ったお礼に、雪を楽寿

　園に運んで来てくれて、子供たちに大変好評でしたの

　で今年も雪を取り寄せたいが、今年は費用が係るので

　協賛してもらえないか。

　○兼子役員他全員

　　今年度は我がクラブではＩＭや２０周年記念事業で

　大変だから費用負担は出来ないのではないか。

・・・承　認

 
ホ、

　○兼子役員

　　現在国際奉仕プロジェクトで取り組んでいる自転車



　贈呈について、現地からの情報ですが今まで贈呈して

　来た 自転車がパンクしたり、空気が少なくなり困って
　いる状況が出て来ている。

　○野中役員

　　パンクの修理の実演、パンク修理の道具や空気入れ

　の支給が必要と思われるが、現地には販売されていな

　いのだろうか。

　○兼子役員

　　今までの自転車支給先の小学校などに、最小限必要

　な物や数を贈呈できれば、またその必要が出てきている。

　○鈴木幹事

　　根津国際奉仕プロジェクト小委員長と協議し現地の

　情報を次回の理事役員会までに収集しておきます。　

　幹事の報告を待つ

■アンケート集計　　　　　　　　　　２００８．１０

　先日、お願いした奉仕プロジェクトのアンケートがま

とまりましたので、発表致します。

◎国際奉仕プロジェクト　　　　　　　　　　（順不動）

１．バングラディッシュではせっかく井戸を掘っても砒

　素が出るので、国民への健康被害は甚大なものである

　と聞きます。発展途上国では特に水問題は僅々の課題

　です。

　　以前片野さんがタイやカンボジアで上下水道設備を

　作るのに際し、技術指導など奉仕活動をされていると

　お聞きしました。クラブとして片野さんがまだボラン

　ティア活動されておられるなら、または活動を予定さ

　れているなら、潤沢なロータリー財団資金を有効に利

　用して援助するのは如何でしょうか。

２．タイへの放置自転車贈呈は２５万３千円の費用で大

　きな成果を上げているので、このまま続けるのが良い

　と思われる。

３．タイ放置自転車の事業は素晴らしい事業だと思いま

　すので、個人的にはそのまま継続事業として行ってい

　くと良いと思います。

４．タイに放置自転車贈呈事業の継続が良いと思います。

５．現在おこなっている自転車贈呈事業は、素晴らしい

　事業だと感じています

　この先、１０年２０年と続けていってほしいです。

６．放置自転車の贈呈の継続(ＣＬＰ)  場所は？
 
◎地域開発奉仕プロジェクト　　　　　　　　　（順不同）

１．松下さんに函南地域開発奉仕プロジェクトの顧問に

　なっていただき、新会員を増強出来るようなプロジェ

　クトが立ち上がる事を期待します。また私（中村）が

　出来る事があればお手伝いさせていただきます。昨年

　　青少年と落書きを消す活動を米山さんが提案されて

　いましたが、素晴らしい提案だと思います。

２．現時点ではその年毎に計画を考えてゆくのがよいと

　思われる。植樹は費用がかかりすぎるように思える

３．あまりあせらず、その時の年度で意見が出た時に検

　討すると良いと思います。

４．中学生と共に環境問題に取り組む事業を何か一つ実

　行出来たらと思います。　

　（例）三島市せせらぎ事業の川の掃除等

５．鎌倉古道及び植林事業の推進をお願いしたい

５．鎌倉古道に植林事業の継続　（ＣＬＰ）

７．駿河ライオンズが２０周年記念事業で行った小中学

　生から「父母に想う気持」と題した作文を、市内の小

　学校・中学校へお願いし、一年に１回その発表会を行

　ったら如何かと思います。我がクラブのＰＲに大きく

　寄与するものと考えます。(全小中学校へお伺いしてお
　願いする事でＲＣのＰＲが出来る)。発表会には父母も
　参加すると思われます。また金銭的には発表の会場を

　選べばそんなにかからないと思います。ただ会員の労

　力は選考などかなり大きいと思います

８．せせらぎの名に因んだ環境保全事業青少年と共に。

　具体的には思いつきませんが

９．お気がる無料相談所開設　三島クラブの共同で職業

　奉仕的イベントを行う

 
　◎例会でのフォーラムでまとめていただいたテーブル

　　毎の意見

・Ａテーブル　国際　飲料水について意見が出ました

　　　　　　　　　　自転車は継続

　　　　　　　地域　意見なし

・Ｂテーブル　国際　自転車は継続

　　　　　　　地域　小学生に登校時にビニール袋を持

　　　　　　　　　　たしてゴミ集めをしたらどうか

・Ｃテーブル　国際　自転車は継続するが、贈呈場所は

　　　　　　　　　　考えるべき所もある

　　　　　　　地域　意見なし

・Ｄテーブル　国際　自転車は６年も続けているので継

　　　　　　　　　　続

　　　　　　　地域　メンバーも少ないのでその年度

　　　　　　　　　　で意見を検討する

・Ｅテーブル　国際　バングラディッシュの井戸につ

　　　　　　　　　　いては他の行っているクラブに

　　　　　　　　　　相談したらどうか

　　　　　　　地域　意見なし

 


