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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、久保君、小島君、杉山（隆）君、服部君、

矢岸君、米山君

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

２６/３５　　 　　　７４．２９%　　　　３４/３５　　 　　９７．１４%

２７/３５　　 　　　７７．１４%　　　　　　　　  　　　　　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

　本日は、静岡第２分区ガバナー補佐の山本良一さんより

ご挨拶があります。よろしくお願いします。８/１(土)は、地区

社会奉仕事業「第６回富士山・絆の日」富士山清掃があり

ます。今年は富士吉田で開催されます、参加される方々

はよろしくお願いします。８/１９(水)は、ガバナー公式訪問・

四クラブ合同例会が開催されます。当クラブがホストなの

で皆様方のご協力をよろしくお願いします。

　さて今日は、時代の流れに添い柔軟に自分の意識を変

える事についてお話させて頂こうと思います。何事につけ

ても頑固に年を重ねた私などは、頭も硬く物事を柔軟に受

け入れて、自分を変えていこうとするのは容易ではありま

せん。こんな至らない私が云うのもおこがましいのですが、

ロータリーは自分で会社経営されている方、上に立つ方が

多いと思いますので、企業の意識改革に少し触れてみた

いと思います。現在企業を取り巻く環境も厳しく、業績の悪

化を余儀なくされているところも多少あると聞きます。しかし、

景気低迷の中でも業績を伸ばしている企業があるのも事

実です。いったい何が違うのか、と私なりに考えてみました。

そこにはいろいろな理由があるとは思いますが、残れる企

業は一つには、時代の流れを読み発想の転換をし、前向

きに・しいては自分の意識を変えていっている様に思います。

その為には、上に立つ者の意識改革が必要ですし、従業

員など他への耳の傾けや配慮も今の時代大切になってき

ています。上の者の意識が変われば、従業員など下の者

も変わり、企業の発展へと繋がって行くのではないでしょうか。

私も昔は周りを変える事ばかり考え、上から物事を見、指

図する事が多かった様に思います。そんな自分を少しづ

つでも変えてと日々考えてはいますが、６４年の積み重なっ

たものはそう簡単には変えられないのが現実ですね。

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

野際　宏行君（沼津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．明日は、富士山清掃の日です。参加される方々、ご苦

　労様です。

２．例会変更

　　伊豆中央ＲＣ　8月4日→8月3日　　花火例会

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

ガバナー補佐挨拶

杉山順一君

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

静岡第２分区ガバナー補佐

山本良一君

出席委員会

　今年度ガバナー補佐の役を拝命し静岡第２分区６クラ

ブの訪問を終え本日、ホームクラブであります、せせらぎ

三島ロータリークラブに戻ってまいりました。ロータリー在

籍２６年でありますが、楽しむロータリーだけできましたので、

これを機会にさらに勉強をさせていただきます。職業分類

は「道路建設」です。

　ガバナー補佐はガバナーの地区運営及び指定された

分区内クラブの運営に関してガバナーを補佐する責務を

担う。「効果的なロータリークラブとなるための活動計画の

指標」に対する進捗状況・クラブの現況・地区会合への

出席状況等をガバナーに報告とあります。また、クラブ指

導者とガバナー公式訪問の予定を調整し、ガバナー公

式訪問に随行する、四半期に一度は各クラブを定期的に

訪問する、とあります３か月に一度お会いすることとなります。

2015-2016年度ラビンドランRI会長はスリランカ、コロンボ

ロータリークラブ所属です。

　スリランカは１９８３年から２００９年までの長期間による民

族対立による内戦状態でありましたが、現在では観光によ

る経済発展が期待されます。

　ラビンドランRI会長は「人は手を閉じて生まれ、手を開

いて世を去る」、また「己の才能は天から授かったもの」と

言われます、ですから私たちは、その授かりものをお返し

するのです。と言われております。まさにテーマ「世界への

プレゼントになろう」です。また、「RI会長を努めることは、

家族、国、そしてロータリーへの恩返し」とラビンドランRIラ

ビンドランRI会長は語ります。

　2015-2016年度2620地区野口英一ガバナーは１９６２年

生まれ５３歳、職業分類は新聞発行、山梨日日新聞、山

梨放送グループ代表であり、年度方針「充実した３６６日に」

です。

地区目標１０項目

第１　会員増強

第２　ロータリークラブセントラルの利用

第３　ロータリー財団への寄付と補助金の積極的活用

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

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

山本良一君：ガバナー補佐訪問は、静岡第2分区６クラブ

を先週、今週と訪問挨拶をしてきました。土屋事務局、服

部さん、杉山順一さん、お手伝いありがとうございました。

杉山順一君：8/24親睦委員会を九龍城で開きました。今

期は握手をしようをテーマにしています。皆様もご協力お

願いします。本日は23人と握手をすることが出来たことに

感謝！家族会9/6に変更になりました。

仲原実圭君：今日はロータリー入会後、初の卓話です。自

己紹介をかねて生い立ちを話そうと思います。つまらない

話になりそうですがご容赦下さい。

加藤正幸君：明日長泉わくわく祭りにパッケージプラザカト

ウとサインズアースが出店します。冷やかしにぜひ来てく

ださい！

石井司人君：函南猫おどりが明日開催されます。メンバー

の方の中には協賛のお願いをさせて頂き重ねてお礼申し

上げます。

スマイルボックス

職業奉仕委員会� 　　　　　　　　　　　　　　　　加藤正幸君

  

「私の職業と趣味」のアンケ-トを８/１７（月）までに返信お

願い致します。メンバ-同士が職業で結びついていただく

参考になればと思います。�     

研修リーダー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中山和雄君

　今年度の会長テーマ「明るく楽しいロータリー」をどのよう

な形で例会に反映させるかを、各テーブルの世話人と本

日の11時30分より研修を行いました。一番大きな課題はま

だ個々の会員を知ることが出来ない為、話が進まない等。

その結果今日から8月28日までの例会時間は、食事時間

の間に各テーブルの会員のリレー卓話を世話人のリードで

行っていただき各自がどの様な事を得意とした仕事をし

ているかをお話し頂く事になりました。皆さんのご協力をよ

ろしくお願い致します。

　また各テーブル会の会食前の1時間位を２～３の会社訪

問や作品（分譲地）等の見学も各自を知り合い、理解する

いい機会になるのではとの事ですが如何でしょうか。

　今期、親睦委員会は「握手」をテーマに行っていきます。

親睦委員には若手のメンバーも多いため、皆様ご協力お

願い申し上げます。又、8月19日ガバナーを握手を持って

お迎えいたします。親睦委員は正装にて11：45には会場に

来ていただきたいと思っています。御協力をお願いいたし

ます。

第４　ロータリー米山記念奨学会への理解と支援

第５　ロータリーの公共イメージの向上

第６　各委員会事業への理解と参加

第７　RI会長賞への挑戦

第８　地区大会（１１月６・７日）への参加

第９　２０１８年　END　POLIO

第１０　国際大会（ソウル２０１６年５月２８日～６月１日）への　

　　参加

以上の１０項目を目標といたします、ご支援ご協力をお願い

いたします。

　せせらぎ三島ロータリークラブがますますご発展されます

よう願うとともに、会員皆様のご繁栄とご健勝を願っておりま

す。



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。

生い立ち

　私がロータリーに入会させていただいてから約２年が経

ちますが、今回が初めての卓話になり何を話して良いもの

か諸先輩に相談したところ、もっと自分を知ってもらうこと

が良いんじゃないかということで自分の生い立ちについて

話させて頂きます。

　私の出生は1965年（昭和40年）4月7日、旧田方郡修善

寺町（現伊豆市）本立野473、現伊豆市役所修善寺支所

を500ｍほど南下した旧下田街道・狩野川沿いで生誕しま

した。

　私の苗字の仲原はにんべんの付く仲でこの苗字は旧湯

ヶ島町の船原に多く、やはりそこの出身だそうです。実圭と

いう名前は非常に読みづらく、社会人になってからはほと

んどの方に正確に読み書きされた記憶はありません。

　仲原という苗字はイ・中・ノ・百・小（いなかのひゃくしょう）

と分解することがで、きまさに文字通りの百姓でした。狭い

家の敷地内にはブタ、ウシ、ニワトリ、番犬が混在していま

した。建物は、昭和33年の狩野川台風の被害を逃れた故

古く、土間の台所、五右衛門風呂、ボットン便所、納屋に

は味噌樽もあり今思い返すと本当に臭い家だったと思いま

す。あまりの不便さだったからか昭和４７年に狩野川を挟ん

だ対岸に新築をし、小学生からは世間並みの家で暮らす

こととなりました。

　保育園は、同部落内の寺院で真宗大谷派の西念寺の

経営するれんげ保育園というところに通っていました。ちな

みに実家のお寺は同部落内にある曹洞宗の法林寺という

お寺です。

　保育園ではお釈迦様の本を読み聞かされたり、本堂で

昼寝をしたりと寺に通っているような感じでした。

　小学校は、町立修善寺小学校というところで旧下田街

道と旧国道136号線の間にある校舎で６年間を過ごします。

当時全校生徒３５０名くらいの２クラス編成の小学校でした。

　時間切れの為、続きは次回の卓話で！

委員長　山田定男君職業奉仕委員会

石井司人君：6人目の孫が産まれました。ちなみに男女の

割合は３対３です。

岡　良森君：２週お休み失礼しました。山口さんとの東海

岸珍道中！若干のトラブルもありましたが最高に楽しい旅

でした。

兵藤弘昭君：本日、車を洗車した時プリペイドカードの残

高がなくなり洗車機が動かずにおりました。後ろの洗車待

ちの方に申し訳なく思っておりましたら笑顔で対応してい

ただきました。その方は鈴木政則さんでした。人間の器の

大きさがわかりました。

遠藤修弘君：今日卓話をさせていただきます。30分もつか

な？しばらくの時間お付き合いください。よろしくお願いし

ます。

スマイルボックス

卓　話

仲原実圭君 山本良一君：ガバナー補佐訪問は、静岡第2分区６クラブ

を先週、今週と訪問挨拶をしてきました。土屋事務局、服

部さん、杉山順一さん、お手伝いありがとうございました。

杉山順一君：8/24親睦委員会を九龍城で開きました。今

期は握手をしようをテーマにしています。皆様もご協力お

願いします。本日は23人と握手をすることが出来たことに

感謝！家族会9/6に変更になりました。

仲原実圭君：今日はロータリー入会後、初の卓話です。自

己紹介をかねて生い立ちを話そうと思います。つまらない

話になりそうですがご容赦下さい。

加藤正幸君：明日長泉わくわく祭りにパッケージプラザカト

ウとサインズアースが出店します。冷やかしにぜひ来てく

ださい！

石井司人君：函南猫おどりが明日開催されます。メンバー

の方の中には協賛のお願いをさせて頂き重ねてお礼申し

上げます。

スマイルボックス


