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会長挨拶

司会：小島　真君　指揮：岡　良森君

加藤君、小島君、小林君、杉山（順）君、杉山（隆）君、鈴木君、

望月君、米山君、渡邊君

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

１９/３２　　 　　　５９．３８%　　　　３０/３２　　 　　９３．７５%

２４/３３　　 　　　７２．７３%　　　　　　　　  　　　　　３４名

委員会報告

ＲＩ会長のメッセージ

平成２５年１２月６日�金曜日� １９時30分�より

ブケ東海三島     

           

出席者�  山本良一　小林　勝　矢岸貞夫　宮澤正昭　

　　　　　　　土屋　巧　　太田政人　石井和郎

　　　　　　　山田定男　杉山　隆　加藤正幸

司会者�  　加藤正幸   �  

①クラブ奉仕委員会�    

今年度にて活動を停止するハンドベル、今後どのような

活動をしたら良いか。会員全員に、どのようにしたら良い

かアンケートを実施する。�    

第７回理事役員会報告

ロータリーソング  「奉仕の理想」

司会：石井和郎君　指揮：岡　良森君

今日の料理

せせらぎ三島ロータリークラブ 検 索

り早期の開通となりました。

　反面、三島市を迂回するような新設道路のため市内へ

の流入する観光客の減少が心配されます、私が属してい

ます三島市観光協会の委員会では市内への流入客を増

加するための方法のひとつとしてスポーツ団体の宿泊・滞

在を増やし宿泊施設の利用を促進しようといろいろと検討

しています。三島市内においてスポーツの合宿や大会な

どを実施していただき、ホテル・旅館の宿泊やスポーツ施

設の利用、おみやげや移動のための交通費などをこの地

域で使用いただき経済効果を生み出していただくのが目

的です。

　情報を集めていきますと、さまざまな問題がでてきます、

宿泊施設の確保やスポーツ施設の予約、大型バスの駐

車場不足などなど、これらをすべて一ヶ所で行なう窓口が

あればより多くの団体に来ていただけるのではないかと考

えます。

　静岡県が、「静岡県東部地域スポーツ産業振興協議会」

を１月３０日に設立しました。

　協議会設立趣旨及び事業を見ますと静岡県東部地域（富

士山及び伊豆地域）において、スポーツに関する新産業

の創出を図り、もって地域産業の活性化や地域経済の発

展に寄与することを目的に設立した。会長に稲田三島市

商工会議所会頭、顧問に豊岡三島市長、など役員１７名、

設立時会員数３７。事業として（１）東部地域のスポーツイ

ベントやスポーツ関連施設などの情報発信事業　（２）会

員連携によるスポーツや健康づくりイベント等新たなスポ

ーツ事業の創出　（３）地域資源を活用した、各種スポー

ツに関する合宿体制整備及び誘致。県東部のスポーツが

より発展していけばと期待をいたします。

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

福田　房仙君（長泉ＲＣ）

幹事　加藤正幸君

①地区大会　出席確認

②例会案内

　三島ＲＣ　　 ２月１９日（水）夜間例会　リオ

　三島西ＲＣ　２月１３日（木）夜間例会　ブケ東海

１月７日　　山口辰哉君

１月19日 　片野誠一君

1月20日　 兼子悦三君

１月５日　　山本良一君

１月９日　　石井邦夫君

１月15日 　片野誠一君

1月25日 　久保栄子君

1月27日 　遠藤修弘君

会員誕生日

入会記念日

幹事　加藤正幸君

スマイルボックス

兼子悦三君：1月17日（金）に1月20日の誕生祝をいただき

ありがとうございました。遅れましたがスマイルいたします。

中村　徹君：手続要覧、クラブ細則が出来上がったようです。

細則委員会と相談して行こうと思います。兼子さん、石井

邦夫さん、よろしくお願い致します。

石井邦夫君：前前前回の出席率100％、皆様の協力に感

謝してスマイルします。

仲原実圭君：すみません！早退させていただきます。

　　　　　　　　　　　　　　クラブ研修リーダー　中村　徹君

1、先週、規定審議会に基づく標準ロータリークラブ定款

が改定され、各クラブには近日中に配布される予定です。

2、�www.rotary.org/ja/document/5736

3、引き続き、来年1月にも手続要覧が改正される予定で

す。ロータリーも改革の途上にあることを実感します。

4、皆さん既に読まれたかと思いますが、ガバナー月信

の10月号、巻頭言に志田ガバナーによる、クラブ研修リ

ーダーに望まれる、役割について記載がありました。クラ

ブの自立、自己改革は待ったなしです。

5、改正された定款には細かい事ですが、会員の皆さん

にお伝えする事項があります。

6、それに従って、クラブ細則、内部規定の改定作業に

着手したいと思います。細則検討委員長の兼子パスト会

長と各項目について検討しますので、会長幹事はじめ皆

様のご協力よろしくお願い致します。

委員会報告

今日の料理

 来週２月１１日には待望の東

駿河湾環状道路が開通します、

函南、田方地区の皆さんだ

けでなく伊豆を訪れる観光客

の皆さんにも渋滞がなく快適

なドライブが可能となります。   

　当初は年度末の開通予定

でしたが河津町の桜まつりに

間に合わせる、ということにな



ロータリー世界各地から

ＲＯＴＡＲＹ　ＷＯＲＬＤ

委員長　大房正治君創立25周年実行委員会

卓話

委員長　山田定男君

平成２５年�９月１３日�金曜日�  １３時30分�より

ブケ東海三島     

           

出席者�  山本良一　小林　勝　矢岸貞夫　宮澤正昭　

　　　　　　　土屋　巧　　太田政人　杉山　隆　石井和郎

　　　　　　　山田定男　

司会者�  　山本良一   �  

           

①せせらぎ三島RC、２５周年記念式典実行委員会の組

織編成の承認。�    

②２５周年の記念事業で大槌町震災に関する講演の依

頼をしました。�    

③山田会員より富士山世界遺産登録の講演会に聴講

募集のチラシをポケットに配布に関する事承認。�    

第４回理事役員会報告

１．ロータリー活動で一番大切なのは、職業奉仕です。　　

　　なぜならすべての奉仕活動の基になります。

２．職業を効率良く行い高利益を得る事。

３．専門職としてのチェック。

　　○特色を持つ事

　　○特化する事

　　○同業他社とどの様に違うか

　　○今までの成功してきた事

４．お客様に喜んでもらう事を根幹とする。

　　○発展できる

　　○利益増

　　○時間増

５．ロータリー会員として頑張りましょう。

９月27日　　米山晴敏君

１０月１日　　土屋　巧君

９月28日　　兵藤弘昭君

会員誕生日

入会記念日

今日の料理

職業奉仕活動について

インドで最後のポリオ症例が報告されたのは2011年1

月13日。そしてこの度、ポリオ無発生期間が3年間を経

過し、ポリオ撲滅の認定条件が満たされた同国内では、

30年近くに及ぶポリオとの闘いの歴史的勝利を祝い、

全国の主要建造物に「インドからポリオがなくなった（India 

is polio free）」の文字が大々的に美しく映し出されまし

た。インドで3年間ポリオが発生しなかったことにより、東

南アジア地域全体が世界保健機関（WHO）によって「ポ

リオのない地域（polio-free）」として認定されることにな

ります。

今後の課題は、この成功を隣国パキスタンでも実現す

ること。パキスタンは、アフガニスタンとナイジェリアと

ともに、野生ポリオウィルスが未だ常在する3カ国の一

つです。インドのロータリアンは、自国で成功したポリオ

撲滅キャンペーンでの経験や教訓をパキスタンのロー

タリアンに指導するなどして、隣国でのポリオ撲滅に協

力しています。パキスタンでは、イスラム教徒の親が子

供への予防接種を拒絶するという問題も起きており、イ

ンドのイスラム教コミュニティの有力リーダーから支援

を得る上でロータリーが大きな成果を上げたことを知っ

たパキスタンのロータリアンも、ポリオ予防接種に関す

る誤った噂や情報を正すために懸命に活動しています。

ＲＯＴＡＲＹ　ＮＥＷＳ

スマイルボックス

片野誠一君：過日、母の葬儀には皆様には大変ご多忙の

ところご会葬いただき、ご丁重な弔意とまた、ご厚志を賜り、

誠にありがとうございました。厚くお礼申し上げます。

矢岸貞夫君：先日、雅山の断髪式に孫と国技館へ行って

来ました。幕内力士遠藤の人気がすごく、すもう協会の救

世主になると思いました。

ＲＩ第2620地区・2520地区

米山記念学友会交流、復興祈念植樹地慰霊訪問、

山田ＲＣ・大槌ＲＣ例会（案）

日程

〇2014年4月12日（土）８：１２三島出発（新幹線）～東京

～盛岡～宮古～

〇13日（日）大槌町視察～大船渡視察～陸前高田視

察～一関～平泉中尊寺～盛岡～東京（解散）

※参加希望者は鈴木政則副実行委員長まで。

10．2006～7年度田中年度、クラブ奉仕委員会、家族委

　　　員会、委員長小林勝

11．2007～8年度古屋年度、奉仕プロジェクト、委員長田

　　　中四史生

　　ミセスアモーレ　代表古屋夫人、会計山田夫人

12．2008～9年度大房年度、奉仕プロジェクト、委員長古

　　　屋憲男

13．2009～2010年度山梨年度、奉仕プロジェクト、委員長

　　渡邊照芳

14．2010～11年度西原年度、奉仕プロジェクト、委員長太

　　田政人

15．2011～12年度渡邊年度、奉仕プロジェクト、委員長山

　　本良一

　　ミセスアモーレ　代表山田夫人

16．2012～13年度太田年度、社会奉仕委員会、委員長　

　　小林勝

17．2013～14年度山本年度、クラブ奉仕委員会、家族委

　　員会、委員長矢岸貞夫

　昨年会員の増強が見込めないとの理由で、ミセスアモー

レより25周年記念式典の演奏を最後に、解散の打診があ

りました。理事会に諮ったところフォーラムを開きハンドベ

ルの寄付先を決めようということになりました。

　そこで、全会員のハンドベルに対するアンケート調査を

集計し、フォーラムで皆さんの意見を集約し、委員長が最

終的に判断としたいと思います。

　出来ましたら、アンケートのお答えは全員に答えていた

だきたいです。例会時、またはファックスにて事務局まで

お願いします。

委員長　矢岸貞夫君家族委員会

資料：ハンドベル委員会所属の変遷

１．1997～8年野口年度、10周年ハンドベル特別委員会,委

　　員長野田隆興

２．1998～9年味田年度、ハンドベル特別委員会、委員長

　　遠藤正

３．1999～2000年度兼子年度、クラブ奉仕委員会、ハンド

　　ベル委員会、委員長古屋憲男

４．2000～1年度中村年度、クラブ奉仕委員会、親睦委員

　　会、委員長矢岸貞夫

５．2001～2年度片野年度、クラブ奉仕委員会、親睦委員

　　会、委員長保坂国夫、

　　ミセスアモーレ発足

６．2002～3年度高尾年度、クラブ奉仕委員会、親睦委員

　　会、委員長山梨一正

７．2003～4年度式本年度、クラブ奉仕委員会、家族委員

　　会、委員長西原克甫

８．2004～5年度保坂年度、クラブ奉仕委員会、家族委員

　　会、委員長土屋哲男

９．2005～6年度野中年度、クラブ奉仕委員会、家族委員

　　会、委員長米山晴敏

　　ミセスアモーレ　代表高尾夫人、会計山田夫人


