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会長挨拶

司会：小島　真君　指揮：岡　良森君

石井（司）君、遠藤君、岡君、小林君、服部君、兵藤君、

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

２４/３３　　 　　　７２．７３%　　　　３３/３３　　 　　　１００%

２６/３３　　 　　　７８．７９%　　　　　　　　  　　　　　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：小島　真君

せせらぎ三島ロータリークラブ 検 索

はキャリア教育団体として平成２２年には文部科学大臣よ

り表彰を受けるまでになりました。今後とも「青少年健全育成」

を主体とした活動を行なっていくことが当クラブの使命でも

あります。岩手県大槌町の「子供たちへの図書支援事業」

を大槌町ロータリークラブの皆さんによるご尽力により３年

間にわたり支援を継続することができ、また大槌町佐々木

生涯学習課長兼図書館長との出会いの機会にもなりました。

震災からやがて３年を迎えようとしています。人と人との結

びつき、支え合いや助け合いの言葉が多く聞かれるように

なりました、私たちもロータリー活動を通し「心の絆を深め

よう」をテーマによりクラブの発展を願うとともに、佐々木社

会教育課長による講演を「東日本大震災を忘れることなく、

一人ひとりが防災意識を高める」ための記念講演として、

またこの創立２５周年をひとつの区切りとして、これからのク

ラブ発展のためにご支援ご協力をお願いいたします。

記念事業

１．�大槌町佐々木生涯学習課長による講演（三島市民に

も聴講参加を呼び掛ける）

タイトル「逆境に立ち向かう」

～くじけない！　ひょうたん島のまち大槌　震災復興へ～

２．�「３年後の自分への手紙」アンケート結果の発表

３．�「タイ遠距離通学の子供たちへの放置自転車贈呈事

業」ＤＶＤによる紹介、解説

４．�米山記念館・三島市・函南町への寄付

５．�職業奉仕リーダーシップ賞　授賞式

６．�記念ＤＶＤ　　

７．�ミセスアモーレ演奏　　　　　　　　　　　　　　

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

近藤高嶺さん（渡邊君のゲスト）

幹事　加藤正幸君

①次週、昼例会米山記念館へ

②本日例会終了後、理事・役員会

３月１５日　渡邊照芳君

３月２６日　石井和郎君

４月２日　　山本良一君

２月２１日　米山晴敏君

３月１１日　根津延和君

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

　せせらぎ三島ロータリークラ

ブは２０１４年６月８日、創立２５

周年を迎えます、これを記念し

２５周年記念式典・事業および

記念祝賀会を開催します。ク

ラブ創立以来「青少年健全育成」

を主な事業と位置づけ青少年

育成事業を実施して来ました、

その成果として「職場体験事業」

今日の料理



ロータリー世界各地から

ＲＯＴＡＲＹ　ＷＯＲＬＤ

卓　話

渡邊　照芳君

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

　本日の卓話は、ゴルフが嫌いにならないお話をしたいと

思います。私も60歳を過ぎ、年々ゴルフのスコアが落ち、

最近ゴルフが少し嫌いになってきたところです。そうは言っ

ても少しでも身体を動かさなければ、ますますメタボになり

ますし、新たなスポーツを見つけるのも大変です。クラブの

皆様の中にも、同じ思いの方がいらっしゃるのではないかと

思います。そこで、私がしゃべっても皆様は信用しないと思

いますので、私の代わりに函南ゴルフの近藤社長にお話し

をお願い致しました。

　近藤社長は今年恐らく70歳前後だと思います。そして今

から15年前に左足の手術をし、当時医師から「今後一生ゴ

ルフは出来ないではないか」と言われたそうです。

しかしリハビリを重ね、今現在まだ左足が不自由ですが、ス

コアは70台で廻ってきます。先日お話しした時、ゴルフを理

論的に分かりやすく説明して下さいました。ゴルフで悩んで

いらっしゃる方には、何かヒントが掴めるのではないかと思

います。

～近藤社長のお話し～

　ドライバーで遠くに飛ばすことに生き甲斐を感じている方

がよくおりますが、Ｘのシャフトを使いただ力いっぱい振り回

す方は、スコアがよくならない。ヘッドスピードを測ってもらい、

少し柔らかなシャフトでしなりを使いボールを運ぶように打つ。

暫くは戸惑うかもしれないが、必ず自分に馴染んでくる。また、

練習場で毎回何百球と球を打つ方がいるが、これでは練

習にならない。ただ疲れて、フォームが崩れるだけである。

少ない球でもしっかり自分に合ったフォームを作り、一球一

球大事に身体にフォームを覚

えさせる。そして、それぞれの

クラブに仕事をさせる。そうす

れば自然に球は上り、飛んで

いく。左手の甲はクラブのフェ

イスと思い、肩を回し左手の甲

で打つように心掛ける。これを

実行すればスコアは安定する。

そしてゴルフがまた、面白くなると思います。

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

中村　徹君

てですね、テレビに向かってアーダコーダと言いながら見て

います。皆さんは、日本のメダルは、いくつ獲得できると見て

いましたでしょうか？また、どのシーンが、一番印象に残っ

たでしょうか、卓話ネタというより夜の飲み屋のネタっぽくなっ

てきましたけど……。レジェンド葛西、高梨沙羅（直前のショ

ーンホワイト(スノーボードハーフパイプ)）、浅田真央、カーリ

ングママ（白いコートできれいに見える）……。それから、今

回、新しく登場した種目、理解できましたでしょうか？スノー

ボードの何たらって種目、私には理解できません。いずれに

しても、そこそこの活躍が観られて楽しかったオリンピックで

したね。ただ、もし、真央ちゃんがショートで活躍し、沙羅ち

ゃんが普通に頑張って、ノルディック複合の渡部君がラージ

ジャンプもう少し頑張っていれば、メダル獲得数は、長野を

抜いた可能性がありました。まあ、"タラレバ"ですけど……。

　そんな話を馴染みの店の常連客と話していると、出てくる

出てくる"タラレバ"話。一昨年合併した新日本製鉄と住友

金属工業、２０～３０年前に実現していれば新幹線の速度は

もっと速くなっていたとか、阪神大震災や東日本大震災時

の政権がもし自民党政権だったら？など等、酔いにまかせ

ていろんな業界の集まりですから好き勝手に言いたい放題

って感じでした。そんな中、仲間の一人が曰く「今でこそ、

パソコンのウィンドウズは、主流だけど、日本の方が開発が

進んでいて、世界標準を作ることができたんだけどなあ」と

のこと。当時、日米交渉の過程でマイクロソフトが採用され

たと。呑んでの話なので事実かどうか詳しい根拠など根掘り

葉掘り訊くってことでもなくやり過ごしたわけですけど……。

　翌日、私は前日の"タラレバ"話の中で引っかかったマイク

ロソフトについて、インターネットで調べてみました。正確に

言うとマイクロソフトに興味があったのではなく、そのマイクロ

ソフトの共同設立者のビルゲイツ氏に興味をもったからです。

過去に何度か"ロータリーの友"で拝見していたので、氏のロ

ータリーとの関わりなどをもう一度勉強すると同時にシリアな

ど以前から少し気になっているポリオ撲滅の進捗状況など

をおさらいしたいと思ったわけです。

　久しぶりに、ロータリージャパンのホームページを覗いて

みました。「ロータリー　ポリオ」とか「ビルゲイツ　ロータリー」

と検索すると、関連する記事やら解説が沢山出てきます。

　１９７９年９月、国際ロータリーが、その第一歩として、フィリ

ピンで生後３ヶ月から３６ヶ月の子ども約600万人に対して五

ヵ年計画のポリオ免疫活動を始めたそうです。その後の活

動の詳細は是非ともネットで検索してください。また、ビルゲ

イツ氏との関係としては、２００７年、ビル・アンド・メリンダ・ゲ

イツ財団からの資金提供を受けることで、活動は飛躍的に

発展したわけです。ロータリーがこれまでにポリオ撲滅で寄

付した総額は１２億ドルに上り、寄付金は、すべてポリオ感染

国での予防接種活動に充てられているそうです。報告され

たポリオの感染数は、１９８８年の３５万件から２０１２年の222件

へと激減しています。１２２カ国、２０億人以上の子どもに予

防接種が提供され、身体麻痺を予防できたのは５００万件、

命を救われた子どもの数は２５万に上るとのことです。まさに、

あと少し（This Close）のところまできているわけです。

　振り返ってちっぽけな私にできることを考えました。それは、

身の丈にあった寄付活動をすること、そして、このような活

動はしているということを、いろいろな場面で紹介すること

かなあと。

クラブ細則検討委員会

クラブ細則検討委員長　兼子悦三君

クラブ研修リーダー　中村徹君

スマイルボックス

矢岸貞夫君：伊豆縦貫道が開通し三島塚原出口では事

故が減少し、逆に函南地区では事故が急増し、特に追突

事故が多発していますので注意して運転して下さい。

片野誠一君：所用のためテーブル会を欠席して申し訳あり

ませんでした。

杉山順一君：２月２８日合同テーブル会お疲れ様でした。

個人的な事ですが、Ｙゴルフ道場破門になりました。Ｋ先

輩より道場破りに行けと言われました。練習します。意味不

明でスイマセン。

杉山　隆君：すみません！メーキャップできませんでした。又、

又、本日このブケ東海様で看板の取り付けです。（ちなみ

にライオンズさんです）作業着ですみません。

　今日は、久しぶりの卓話です。３０分間お付き合いのほど

よろしくお願い申し上げます。と言っても、実は、準備と申し

ますかどうしても話したいと言うテーマが見つかりませんでし

たので、思いつくままのお話をさせていただきたいと思います。

何年か前に服部君がスケッチブックトークをやって、大変

上手にお話をされ、確かその次の週の卓話で私もまねをし

てみたとき、話を進めるテンポがよくなると感じましたので、

今回も適当に話をするためのメモをスケッチブックに書いて

進めて生きたいと思っています。

　まず、近況からお話したいと思います。皆さんはソチオリン

ピック、楽しみましたか？元々私は、オリンピックマニアであ

りまして、テレビ観戦ではありますけどにわか解説者になっ

卓　話（２月２８日）

岡　良森君タラレバからの……"ポリオ"のお話



次 回 例 会

３月13日（土）（12日の振替）

植林事業

ロータリー世界各地から

ＲＯＴＡＲＹ　ＷＯＲＬＤ

会員誕生日 ４月２日　　山本良一君

４月29日　　石井邦夫君

４月６日　　大房正治君

４月16日　　小林　勝君

４月20日　　岡　良森君

４月30日　　土屋　巧君

入会記念日
�     

平成22年�５ 月�21 日�金曜日�19時

30分�より�

ブケ東海三島�     

           

出席者� 西原次期会長� 内田次期幹事� 中村� 

太田� 　　　　小林�  山梨� 渡辺� 矢岸� 

土屋� 石井邦　　　　山田�

欠席者� 宮沢�        

司会者� 内田次期幹事�   記録者� 山田�  

           

①次年度予算案の件�     

　会員数３６名含め次年度予算了承されました

　収入特別会計６０万了承されました

　支出週報ホームページビルダー予算了承されました�          

②次年度プログラム案の件�     

　了承されました�          

③地域開発･植林事業の件�     

　三島市箱根の里斉藤所長に話しをしたところ植林

　場所が無いとのことで一時保留�          

④新会員フォーローの件�     

　パスト会長様に協力いただき受け付けに参加いた

　だくこと決まりました�          

　出席率向上に向けた話がありました�          

           

 例会中の煙草５分程度の時間を設けること・・・

　携帯電話のマナーモードの推薦の話しが決まりま

　した

前年度開催理事役員会報告

クラブ協議会

 

平成２６年３月７日�金曜日�  ブケ東海三島     

           

出席者�  山本良一　矢岸貞夫　太田政人　宮澤正昭　

　　　　　　 山田定男　杉山　隆　加藤正幸　土屋巧

　　　　　　石井和郎　米山晴敏　　

           

①２５周年の件�    

　　委員会ごと会合、例会の中でできるだけ開催

②２５周年歩みの案内を打ち合わせていく� 

� 

第１０回理事役員会報告

◎ 結 び に 、 せ せ ら ぎ 三 島

ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞの益々のご発展と皆様

方の御活躍を心よりご祈念申し上げま

す。

職業奉仕に関する声明（Statement on Vocational Service）

職業奉仕とは、あらゆる職業に携わる中で、奉仕の理想を

生かしていくことをロータリーが育成、支援する方法である。

職業奉仕の理想に本来込められているものは次のもので

ある。

１）あらゆる職業においてもっとも高度の道徳的水準を守り、

推進すること。その中には、雇主、従業員、同僚への誠実、

忠実さ、また、この人たちや同業者、一般の人々、職業上

の知己すべての公正な取り扱いも含まれる。

２）自己の職業または、ロータリアンの携わる職業のみなら

ず、あらゆる有用な職業の社会に対する価値を認めること。

３）自己の職業上の手腕を社会の問題やニーズに役立て

ること。

職業奉仕は、ロータリー・クラブトクラブ会員が自己の職業

上の手腕を発揮できるようなプロジェクトを開発することに

よって、目標を実践、奨励することである。クラブ会員の役

割は、ロータリーの原則に沿って、自らと自分の職業を律し、

併せてクラブ・プロジェクトにこたえることである(ロータリー

章典8.030.1.)。

ロータリアンの職業宣言(Declaration for Rotarians in 

Businesses and Professions)

1989 年規定審議会は次の職業宣言を採択した。

　事業または専門職務に携わるロータリアンとして、私は

以下の要請に応えんとするものである。

1) 職業は奉仕の一つの機会なりと心に銘せよ。

2) 職業の倫理的規範、国の法律、地域社会の道徳規準

に対し、名実ともに忠実であれ。

3) 職業の品位を保ち、自ら選んだ職業において、最高度

の倫理的規準を推進すべく全力を尽くせ。

4) 雇主、従業員、同僚、同業者、顧客、公衆、その他事

業または専門職務上、関係をもつすべての人々に対し、

ひとしく公正なるべし。

5) 社会に有用なすべての業務に対し、当然それに伴う名

誉と敬意を表すべきことを知れ。

6) 自己の職業上の手腕を捧げて、青少年に機会を開き、

他人からの、格別の要請にも応え、地域社会の生活の質

を高めよ。

7) 広告に際し、また自己の事業または専門職務に関して、

これを世に問うに当たっては、正直専一なるべし。

8) 事業または専門職務上の関係において、普通には得ら

れない便宜ないし特典を、同僚ロータリアンに求めず、ま

た与うることなかれ(89-148、ロータリ章典8.030.2.)。

　2004年規定審議会は、この声明をさらに支援するため、

すべてのロータリアンが、事業および専門職務上の倫理

に対するロータリーの決意を実証するような生き方を目指

し引き続き実践し、また、21 世紀を迎え、奉仕活動の第

二世紀に移行するにあたり、ロータリー・クラブが、ロータリ

ーの高度な道徳的水準を実証する個人を惹きつけ、探し

出してきたこれまでの顕著な実績を継続して構築していく

という決議案を採択した(04-290)。

委員長　山田定男君職業奉仕委員会
スマイルボックス

矢岸貞夫君：伊豆縦貫道が開通し三島塚原出口では事

故が減少し、逆に函南地区では事故が急増し、特に追突

事故が多発していますので注意して運転して下さい。

片野誠一君：所用のためテーブル会を欠席して申し訳あり

ませんでした。

杉山順一君：２月２８日合同テーブル会お疲れ様でした。

個人的な事ですが、Ｙゴルフ道場破門になりました。Ｋ先

輩より道場破りに行けと言われました。練習します。意味不

明でスイマセン。

杉山　隆君：すみません！メーキャップできませんでした。又、

本日このブケ東海様で看板の取り付けです。（ちなみにラ

イオンズさんです）作業着ですみません。


