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会長挨拶

司会：山口辰哉君　指揮：岡　良森君

石井（和）君、内田君、杉山（順）君、杉山（隆）君、土屋君、

服部君、山口（雅）君、山本君

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

２９/３３　　 　　　８７．８８%　　　　３２/３３　　 　　９６．９７%

２６/３４　　 　　　７６．４７%　　　　　　　　  　　　　　３７名

委員会報告

委員長　山口雅弘君

先日お尋ねいたしました、スリウォンロータリークラブ田辺

さまのお父様、介護の件ですが、多くの情報をメールやお

電話でいただき感謝申し上げます。ご実家のある袋井ロ

ータリークラブ伊藤さまにも役所へ足を運んでいただき、

ロータリアンの素晴らしさを実感致しました。田辺さまのお

母さまからも、皆様へくれぐれもよろしくお伝えくださいと、

感謝のお言葉をいただきましたので、ご報告させていた

だきます。

ありがとうございました。

臨時理事役員会報告

国際奉仕委員会

今日の料理

　朋友ロータリアンの皆さん、私は若いころ、世

界中を旅したいと思っていました。しかし当時は、

旅を夢見ることしかできず、海外をはるか遠くの

世界のように感じていました。とはいえ、日本で

は誰もがそうするように、私も学校で英語を勉強

しました。最初の教科書の1ページ目に「This is 

a pen」と書かれていたことを今でも覚えていま

す。もう50年も前のことです。それから、世界は

大きく変わり、私はロータリーの会長として、か

つて夢見た以上に世界中を旅しています。 

　初めての場所を訪れると、初めての言葉、人々、

慣習に出合います。私は、行った先々でお目にか

かる方々から学ぼうと全力で努めています。お目

にかかる人から学べることがあるはずだと信じて

いるからです。このように考えると、ロータリー

の青少年交換プログラムの意味がより深く理解で

きると感じます。そして、青少年交換を通して、

ロータリーがいかに素晴らしい贈り物をしている

かがわかります。青少年交換は、数々の心を開か

せ、信頼や心の交流を築きます。また、国や背景

が異なる人々を一つにすることができます。 

　ロータリーの青少年交換プログラムは、40年以

上にわたって充実した活動を継続し、今日、第五

奉仕部門である「新世代奉仕」の一部となってい

ます。若者に力を注ぐことで、ロータリーの未来

と、より平和な世界を築くことができます。青少

年を支援することで、新たな世代にロータリーを

引き継ぐことができます。また、国境や文化の壁

を超えた理解の輪が広がります。私たちは支援の

手を差し伸べることの大切さを教え、ロータリー

の中核となる価値観を伝承することができるでし

ょう。このようにして、私たちは平和の構築を支

援しています。 

　青少年交換は、一つひとつの交換を通して国と

国との間の関係を育み、平和な世界を築くという

ロータリーの世界的使命の本質的な要素を担って

います。

ＲＩ会長のメッセージ

三

第8回理事役員会報告

平成２５年５月１０日　１３時30分～１３時５０分�      

会議場　　ブケ東海三島�      

出席者　　 太田政人�　石井邦夫�　加藤正幸� 　

　　　　　　　兼子悦三　　山本良一� 山口雅弘

　　　　　　　根津延和� 　石井司人� 宮澤正昭

　　　　　　　土屋　巧　　小林　勝　　久保栄子

　　　　　　　渡邊照芳　　岡　良森　�

司会者�　　石井司人� 　記録者� 　加藤正幸

①卓話　　プログラム変更の件

　5/31　次年度会長　山本良一�   

　6/7　　新会員　兵藤　　　　　6/14加藤�   

②ハンドベル継続の件�  

　次年度25周年記念事業までは継続�      

③東ヶ崎潔記念募金の件�  

　前回通り見合わせ�      

④職業分類の件�  

　前回討議事項の形で進めていく�      

⑤桜の植樹記念碑の件�  

　復興支援先大槌町にて桜の木植樹に同調して記念碑設営、

　費用はメンバ-より募る�      

せせらぎ三島ロータリークラブ 検 索

　今週になって梅雨も明け、毎日暑い日が続いております。

皆様、健康には充分気を付けて下さい。

　さて、今日は省エネ製品について少しお話をさせて頂き

ます。省エネ商品には、エアコン・冷蔵庫・テレビ・ストーブ・

照明器具など２１品目あるそうですが、その中で夏場を快

適に乗り切るためにかかせないエアコンについて少し調べ

てみました。省エネ性能の高い商品は二酸化炭素の減少

と光熱費節約という利点がありますし、エアコンにとっても

省エネは非常に大事で各メーカーでもその点に一番力を

入れて作っている様です。現在、省エネを達成している商

品にはグリーン色のラベルを、基準に達していない商品に

はオレンジ色のラベルが張られていますが、グリーンラベ

ルの商品はやはりオレンジラベルの商品に比べて、高価

になってしまいます。グリーンラベルにするか、オレンジラ

ベルにするか、私達消費者はここで迷ってしまいますね。又、

設置する部屋に見合った容量のエアコンを購入するのは

当然ですが、日当たりの良い部屋は冷房の効きも悪くなり

ますから、ワンランク上のエアコンを買った方がいいのでし

ょうが、今は各メーカーとても研究が進み、部屋の隅々まで

冷気が行き渡る商品も多く出ている様です。値段だけで決

めてしまわず、１０年・２０年先の事を考えたら、慎重に選ん

だ方がいいかもしれませんね。これからは省エネ商品に目

を向けてみるのも大事かもしれません。各メーカーでも省

エネ商品開発に力を入れて、切磋琢磨している様です。

これは中小企業にもいえる事で、独自の商品開発や技術

革新をしていかなければどんどん企業は衰退の方向に行

ってしまいます。今回エアコンと云う省エネ商品に触れた

だけなのですが、どんな企業も将来を見据えた事業をして

いかなければ・・・と考えさせられました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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

小野靖ガバナー補佐（裾野ＲＣ）

芹澤豊ガバナー補佐事務局（裾野ＲＣ）

会員誕生日

入会記念日

幹事　石井邦夫君

山本良一君：新年度スタートです。新米の山本と加藤幹

事ですので間違いが多々あると思います。よろしくお願い

いたします。

米山晴敏君：山本会長、加藤幹事、一年間よろしくお願

いします。頑張って下さい。

兼子悦三君：今日から山本年度、また、今年は創立25周

年の年でもあり、忙しいと思いますが、頑張って下さい。

片野誠一君：新年度も宜しくお願いいたします。

中村　徹君：山本、加藤年度が始まりました。創立25周年

記念式典に向け、1年間よろしくお願いします。頑張って

下さい。

太田政人君：山本新会長、いよいよスタートしましたね。1

年もたてば今の私の心境になれます。ガンバッテ下さい。

矢岸貞夫君：いよいよ今日から新年度が始まります。山本

会長、加藤幹事、頑張って下さい。会員全員で応援します。

宮澤正昭君：山本会長、加藤幹事、一年間よろしくお願

いします。

石井邦夫君：山本会長、加藤幹事、本日より一年間頑張

って下さい。期待しております。

杉山　隆君：新年度スタートです。1年間よろしくお願いい

たします。

石井和郎君：山本会長、加藤幹事、一年間よろしくお願

い致します。

久保栄子君：山本会長、加藤幹事、皆様、本年度もよろ

しくお願い致します。

服部光弥君：新年度、初心にもどり気持ちを改めがんばり

ます。山本年度こそは赤タスキと念じていましたが・・。や

っぱり青タスキでした。岡さん、小島君、赤がとってもおに

スマイルボックス

１．ポール・ハリス著「抜粋　ロータリーへの私の道」購入の

協力願いがまいりました。1冊540円です。ご希望の方は

幹事まで。

７月３日　　山田定男君入会記念日

仲原実圭君：先日のゴルフコンペお疲れ様でした。優勝

の服部君おめでとうございます。次回は10月の日曜日（未

定）を予定しています。ご参加お待ちしています。

米山晴敏君：同好会のゴルフコンペ2位になりましたでス

マイルします。

スマイルボックス



ロータリー世界各地から

ＲＯＴＡＲＹ　ＷＯＲＬＤ

委員会報告
親睦委員会

卓話

遠藤修弘君

ビジター 窪田　明君（三島西ＲＣ）

ようこそせせらぎ三島
ロータリークラブへ

平成２７年�７月３日�金曜日�  19時30分�より

ブケ東海三島     

           

出席者�  鈴木政則　石井邦夫　矢岸貞夫　中山和雄　

　　　　　　岡　良森　加藤正幸　服部光弥　兵藤弘昭　

　　　　　　 内田憲一　石井和郎　杉山順一　米山晴敏

欠席者� 内田憲一�        

オブザーバー� なし�        

司会者� 石井邦夫   �  

           

①プログラムについて　8月第1週まで変更なし�

②8月1日　富士山清掃について

　　11名参加、バス予算5万円

③ガバナー公式訪問について

ガバナーの迎え方、受付、式次第、各クラブの発表順番、

会場設置物の確認と各クラブへの伝達、出欠席のまとめ

依頼（宇都宮さん）、岡会場監督、杉山親睦委員長には

8月理事役員会までに骨子案を考えてもらう。クラブ全体

で協力する。

④夏の家族会について

8月30日（日）　源兵衛川の清掃と駿河の湯（温泉）

全員参加で会費は会員6000円、大人3000円、中学生

以下1000円、幼児無料。

⑤その他

　〇タイ自転車贈呈式について　11月23日から

　　訪問先　ルーイー県（バンコクより飛行機で日帰り）

　〇大房・渡邊両パスト会長より出席免除申請

　　承認

　○ガバナー補佐を出している年度なのでクラブの名前

　　入りの服を作ったらどうか　

　　まずは予算を考えるため、見積もりをとる

　

第１回理事役員会報告

遠藤修弘君

出席委員会

　今年度、広報を担当することになりました。今日はその

広報の一環で、みなさんに１つお願いしたい事があります。

そして、今日お伝えすることを利用していただきたいと思

います。

　５月３１日（日）山梨県立図書館での広報・ＩＴセミナーに

参加してきました。内容は、「ロータリークラブ・セントラル」

というものの利用についてです。どうゆう事かというと、今年

度、各クラブに電子化を進めていってほしいということでし

た。近年、地区やクラブでの各種手続き、提出方法にど

のような変化が起こっているか？というと、これまで紙様式

に記入し、郵送やファックスで送り、受けた方はそれを取り

まとめて処理をする。このような方法でした。これは、人的

にも時間的にも手間がかかっていたという状況です。それ

を今度は、パソコンから入力するだけで各種手続きが出

来てしまうようになってきたということなのです。つまりオン

ライン化されたシステムを使ってパソコンから入力するこ

とによって各種手続きの効率性とその処理のスピードが変

わってきたということです。そのため、野口ガバナー年度

地区目標に、「ロータリークラブ・セントラルの利用」を掲げ

ています。その掲げられた目標の中身に

１、ロータリークラブ・セントラルとは、年度の活動計画を立

て、目標に向けた進捗を記録するためのオンラインの目

標設定ツールである。

２、クラブ会長エレクトは、情報が常に最新のものになるよ

うに更新し、必要に応じでガバナー補佐と協力する。ガバ

ナー補佐とガバナーは、年度中ロータリークラブ・セントラ

ルを用いてクラブ目標の進展状況を確認できる。

３、今後オンラインを使用しないと数々の不便が生じるよ

うになる。

このように書かれています。

　では、このロータリークラブ・セントラルを利用するにはど

のようにしたらいいか？というと、My ROTARYというものに

アカウント登録しなければなりません。（銀行で例えれば、

口座番号みたいなもの）

　では、My ROTARY とは、

ロータリーのウェブサイトが一般向けにロータリーを紹介し

たサイトであるのに対し、ロータリー会員向けにより詳しい

情報が見られるサイトです。そのMy ROTARYにログイン

し、その中項目に「ロータリークラブ・セントラル」があると

いう感じです。ですからMy ROTARYは、クラブ運営に必

要な情報やデータを随時入力できる。リアルタイムで必

要な情報を報告できる。国際ロータリーのオンラインシス

テムというわけです。

　個人の会員にも便利な機能があり

・例会のメークアップに役立つクラブ検索機能

・寄付履歴のレポート閲覧

・クラブ役員に向けての準備

・公式ロゴマークのダウンロード（会員であれば使用できます）

幹事　石井司人君幹事挨拶

　社会奉仕団体に加入して32年が経ちます。今年度、幹

事の大役を務めさせていただきます。

　なにせ、事業系の仕事が多く、総務系の仕事の経験が

なく、太田会長にはご迷惑をかけることもあろうかと思いま

すが、一年間無事に走り抜けられれば良いかなと考えてお

ります。

　「ロータリーの楽しさは例会の楽しさ」と、ガバナーが力強

く申されておりました。私としても楽しい例会になるように「

会長」とともに演出させていただきたいと、メンバー皆様の

協力のもと、よろしくお願い申し上げます。

委員長　山本良一君クラブ奉仕委員会

　ＳＡＡはじめ７つの委員会の優秀な委員長、委員が今年

度の当クラブ運営に活躍していただき、太田会長の目標

であります「青少年育成事業」をさらに追求し、充実した活

動のい年になるよう、また、ＲＩ会長テーマ「奉仕を通じて

平和を」、地区方針「クラブは自ら活性し、お互いのつなが

りを実感しながらロータリーを進展させよう」をよく理解し、

委員会活動を進めて行きます。

委員長　久保栄子君ＳＡＡ委員会

　例会が円滑に進行できますよう緊張感をもって役目を果

たしていきたいと思います。皆様のご協力をよろしくお願い

いたします。

委員長　片野誠一君出席委員会

１，出席はロータリーの基本であります。会員の皆様がロー

タリー活動に参加し楽しいロータリーを過ごして頂くために

出席委員会として支援していきたいと思います。　　

２，本年度の会長事業方針に沿った、会員のロータリー活

動の参加状況を把握し、例会において報告する。　　　　　

３，特に新会員の皆様に活動に参加しロータリーを理解し

ていただくために支援していきたいと思います。

　広報委員会の役割は、クラブの活動や奉仕活動を一

般の方々に知っていただくことです。その手段として、新

聞やテレビといったマス媒体を利用したいと思います。結

果として会員増強につながればよいと思います。

　週報、ＨＰについては予算内で充実を図っていきたいと

思います。

委員長　米山晴敏君広報委員会

委員長　岡　良森君会場監督委員会

　例会やその他の会合で、会が秩序正しく楽しい雰囲気

で運営されるための進行役を務めることが求められてい

ると思います。「定刻３分前です！」の第一声を聞いた会

員の皆様が「今日もいつもの例会が始まるんだ」と安心し

ていただける様に淡々と進めてまいりたいと思います。ま

た、食事時間の調整など当日のスケジュール管理を的

確に行い、卓話予定者などに失礼の無いよう努めます。

委員長　石井和郎君プログラム委員会

　今年度はIM開催にあたり、プログラム変更の可能性が

生じて来ます。各種報告、卓話等、日時の変更がありま

したら早めにご連絡ください。

　皆様方のご協力をお願いいたします。

青少年奉仕委員会　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　

中山　和雄

　青少年委員会では、次期青少年奉仕

原　兄多君：18:20現在、スマイルゼロでしたのでスマイル

してみました。次回以降よろしくお願いします。

渡邊照芳君：雨で現場が進みません。てるてる坊主にお

願いします。明日からの天気で期待してます。また、早退

します。

スマイルボックス

　結果的に、ロータリークラブ・セントラルの利用推進は、

ロータリアンがMy ROTARYに登録し、それを利用してい

ただくことを進めています。

　それでは、My ROTARYのアカウント登録と、内容の説

明の映像を見ていただきます。

ＤＶＤ再生

《ロータリークラブ・セントラル》

クラブはこのツールを用いて、会員増強、奉仕、財団への

寄付に関するクラブ目標を設定し、進捗を確認、修正し

ながら目標達成をめざすことができます。また地区リーダ

ーは地域クラブが定めた目標を確認・修正ができ、ロータ

リアンは自分のクラブの目標をいつでも確認できます。

《ブランドリソースセンター》

ロータリーは何をする団体か、また、どのようにロータリーに

参加できるかを明確かつ強いメッセージで伝え、ロータリ

ーの公共イメージを向上させるために、ブランドリソースを

活用していただくツール。

・ロータリーの「ボイス」（ロータリーをどのように語るか）に関

する情報・資料を提供

・各種ロゴマークのダウンロード

《アイデア応援サイト》

このサイトを通じて、奉仕プロジェクトのためのパートナー、

ボランティア、資金、物資を募ることができ、支援者は、オ

ンライン支払ツールを使用してプロジェクトに直接寄付を

寄せることができます。またロータリアンは、アイデア応援

サイトに掲載した自分たちのプロジェクトを、クラブや地域

のウェブサイトで共有することが奨励されています。

《ラーニングセンター》

主題別または役割別の学習リソースを利用できます。コー

スに簡単に登録でき、時間があるときに自分のペースで

進めることができます。それぞれのコースでさまざまな関連

資料をダウンロードできます。

《ロータリーショーケース》

ロータリアンとローターアクターが写真や動画を添えてク

ラブのプロジェクトを紹介できるサイトです。他の地区の活

動を見ることができます。

《フォーラム》

ロータリー版フェイスブック、LINEのロータリー版

オンラインのフォーラムにあるグループに参加したり、新し

いクループを立ち上げたりして、他のロータリー会員とつな

がることができます。意見交換交流サイトです。

　最後に

2015～2016年度のRI会長賞の主な変更点として

・会長賞はオンラインのみでの受け付けとなります。

（書類での提出は不可）

・少なくとも１５のクラブ目標を、ロータリークラブ・セントラル

に入力する。

・My ROTARYへのアカウント登録、クラブ会員の少なくと

も50％が登録を完了する。

　どちらにしても電子化が現実です。My ROTARYへのア

カウント登録をしていただくようお願いします。


