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会長挨拶

司会：山口辰哉君　指揮：勝又佳員君

石井（邦）君、内田君、遠藤君、杉山（隆）君、鈴木（政）君、

鈴木（真）君、土屋君、中村君、原君、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

３２/３５　　 　　　９１．４３%　　　　３４/３５　　 　　　９７．１４%

２３/３４　　 　　　６７．６５%　　　　　　　　  　　　　　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

第３回理事役員会報告

せせらぎ三島ロータリークラブ 検 索

た事です。茶道や（表千家・裏千家）華道（池坊・小笠原流）

等は、聞いたり、触れたことも多少ありましたが、香道とは、

私が６９歳になり初めて耳にし、目にしたものでした。これは

先月２３日の夜中に目が覚めテレビをつけた時、画面に映

しだされたのが、志野流家元の名香合わせを８０年ぶりに

催行した時の映像でした。香道とは、文字どおり香りを楽し

むことを基本とした芸道で、茶道や華道と同じく、動作の

中に精神的な落ち着きを求める日本古来の芸道で、その

歴史は茶道、華道、と同じく今から５００年以上前の室町時

代で主な流派は御家流と志野流で、御家流は貴族、公家

の流派で基本は「香りと雰囲気を楽しむ」こと、風雅な遊び

で心の余裕を得る事を目的とし、また志野流は武家の流

派で基本は「精神修行」で形の完成を通して心の鍛錬を

図ることを目的とするとあります。今では貴族も武家もありま

せんがそれぞれの目的（ひとつの事に集中すればその一

つが生きてくる）は現在まで継承されている事と思います。

数多くある香木の中で６１種類が名香とされており、香道で

は香は?ぐではなく聞くと表現し、香木の香質を味覚にたとえ、

辛（シン）甘（カン）酸（サン）鹹（しおからい）苦（ク）の五味

に分類されるそうです。今回の８０年ぶりに催行された名香

合は慈照寺（銀閣寺）の有馬頼底住職、尾張徳川家の徳

川義崇当主、近衛家の近衛忠大次期当主、冷泉家（歌道）

の冷泉貴美子当主夫人を招待し家元と若宗匠の６人で６

種類の名香を持ち寄り２種類ずつ三回戦行い、各自には

どの香を順番とするか知らされてなく、先に聞くものを左、

後に聞くものを右と表しそれぞれの優越をつけていく、１回

戦は左に有馬住職の千鳥（苦・酸）右に徳川当主の賀

幹事報告

ゴルフ同好会

会員誕生日

入会記念日

副幹事　米山晴敏君

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．本日、会長・幹事は地区大会に出席しています。会長・

　幹事からの伝言です。明日の地区大会に参加される方々、

　朝早いですが、よろしくお願いします。集合は６：３０に楽

　寿園北口です。軽い食事を用意してあります。

１１月６日　田中錦城君

１１月10日　岡　良森君

会員誕生日

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

　今晩は、会長・幹事が今

日から地区協議会に出席し

ている為、代わりにご挨拶を

させていただきます、皆さん

も、新しい知識を得た時や、

新しい物に出逢った時に感

銘する事が多々あると思い

ますが、私が最近感銘を受

けた事は「香道芸」を耳にし

荒川康博君（沼津柿田川ＲＣ）

（甘・苦・辛）この戦いは賀を近衛次期当主・若宗匠以外

の４名が選び勝利し、２回戦は左に近衛次期当主の明石

（酸・鹹・苦）右に冷泉夫人の寝覚（甘・酸）この戦いは明

石を徳川当主・冷泉夫人以外の４名が選び勝利、３回戦

は左に家元の紅（甘・辛）右に若宗匠の花宴（辛・酸）この

戦いは花宴を徳川当主以外の５名が選び勝利しました。

私も来年の８月には７０歳となり最近は気力も体力もなくし

漠然と過ごしていましたが今回この香道に出逢い、まだま

だ新しい出逢いがたくさんあるのではと少し気力が出てき

た今日この頃です。

　　

ようこそせせらぎ三島
ロータリークラブへ



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

開催日　　平成２７年１０月２日金曜日　　　ブケ東海三島

出席義務者　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

オブザーバー

司会者　　石井邦夫

議題

１・プログラム10月第2週から11月第1週までの変更につ

いて。

変更はありません

２・1月に開催する四クラブ合同新年会について

各クラブの参加人数について。

把握出来ていません。

会費について1人8000円。

式次第、アトラクションは親睦で検討中。

３・2月20日開催IMについて

当クラブ幹事なので準備を怠りなくお願いします。

今回の理事、役員会では決定事項はありません。　　　

第４回理事役員会報告

　　　　　

中山和雄君

出席委員会

　今晩は、久しぶりの卓話ですので自己紹介を簡単にさ

せていただきます。

　１９４６年８月６日大分県日田市に生を受け南小野小学校、

戸山中学、日田林工高等学校卒業まで１８年間を日田で

過ごしました、中学生の部活は美智子皇太子妃の影響で

テニス部、高校１年生までテニス部に所属し高校２年生（昭

和３８年）の時、昭和４０年の国体開催地が大分県で日田

市がボートとバトミントンの会場となる為、地元にボート部

がないのは不自然と言う事で市内５校の内、日田高と日

田林工高の２校にボート部が開設されたため、目立ちた

がりやの中ちゃんはすぐさまボート部員になりその年の新

潟国体に次々年度の競技開催地の代表として出場権が

与えられましたが、ボート部の顧問が中山はコックス（舵取

り）をやれば新潟国体に連れて行くといわれましたが、当

時は漕ぎ手のほうがかっこよく見えていたのでコックスはい

やだと言い国体には連れて行ってもらいませんでした、今

思えばコックスのほうが、数倍やりがいがあったように思え

ます。５０年以上前の話で恐縮です、勉強嫌いの為進学

は全然考えませんでしたが４人兄弟の次男の末っ子の為

就職を考えなくてはならなく、当時は就職率も高くどこにし

ようかと見当中、日本の商社でニーギニアの立木を買い

取り日本に搬出する会社の募集があり、競争率も低く条

件も他と比較しても比べものにもならないくらい良く、５年更

新の契約であったため応募し内定が決まっていましたが、

昭和３９年の１０月ごろニーギニアで内戦が始まり、とても

現地に入れない状態になり１日も働かない状態で退社、

その後大阪の合板会社と静岡の吉原市（現在富士市）に

ある春日製紙の入社試験を受け、春日製紙のほうは品質

管理課（試験室）勤務の採用でしたので春日製紙に決め、

昭和４０年から４４年まで５年間勤務し、その間危険物、ボ

イラー、安全管理者、等の資格を取っているうちに建築士

の資格が目に入りましたが受験資格がなく、土地家屋調

査士の資格を目指すようになりました、しかしこれには製

紙会社に勤務しながらではとても無理な内容の為、２４歳

から親のすねかじりを始め早稲田法科専門学校に入学し、

１年目は昼間、２年目(昭和４５～４７)からは昼間西武測量

社で業務（４６年には国会議事堂の測量等）を体験し、夜

学にて４７年に取得し、当時は合格率１パーセントと大変

取得しにくい資格でした。東京には長居したくない為４８年

には渋谷にある浅野司法書士事務所に１年間勤務し４９

年に三島で開業をめざし裾野の真田調査士事務所に２

年半お世話になり、５１年４月に２９歳で事務所を立ち上げ

ました。早来年の４月で４０周年となります。当クラブには

今から１９年前５０歳を機に入会させていただき今から１０年

前の母の葬儀には米山親睦委員長と岡親睦委員に実家

まで来ていただき、宮澤さんの両親、渡辺会員も実家によ

っていただきました。

　男はつらいよ、シリーズの４３作目に日田市が舞台となっ

ています。

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。

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

〇9月12日（土）秋季例祭出席のお願い

　出席の方の報告をお願いします。

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

兼子悦三君：今月1日（日曜日）、金婚式でした。良く生き

たものと感謝しています。

中山和雄君：久し振りの卓話です。69年前からの生い立

ちをカンタンにお話しさせていただきます。

片野誠一君：休みがちで申し訳ありません。今後とも宜しく

お願い致します。

米山晴敏君：タイの自転車贈呈式で兵藤委員長に迷惑

かけないように風邪を治します。

山口辰哉君：11月分です。

田中錦城君：本日、誕生日をむかえ５６才になりました。新

たな気持ちで頑張ります！

勝又佳員君：今月より団体バス昼食会が始まりました。11

月５０台、１２月100台の受注を受けました。新事業ガンバリ

マス。

石井司人君：早退します。

加藤正幸君：本日会合が重なったため早退します。

スマイルボックス

ロータリー財団セミナー報告

米山梅吉記念館運営委員会

職業奉仕委員会

加藤正幸君

ＲＯＴＡＲＹ　ＮＥＷＳ

2011年から内戦が続くシリアでは、毎日6,000人以上が国外

に逃れています。9月現在で登録された難民数は410万人以

上に上り、760万人以上が国内で避難生活を強いられていま

す。現在の世界の難民数は「過去最悪」であると、国連は報

告しています。

「シリア難民の苦境により、今、世界の"思いやり"が試されて

いる」と話すのは、国際ロータリーのジョン・ヒューコ事務総長

です。「世界中のロータリー会員は、シリアや世界各地での

難民問題に深く心を痛めています。私たちは、避難を強いら

れた人びとの苦しみと不安を和らげるために、行動を起こす

よう会員に呼びかけています。ロータリー会員は、職業スキル

と知識、そして各地域リーダーとの人脈を駆使して、地元の

人びとを結集させ、この人道的危機に取り組むことができます」

支援の一つの方法として、ロータリーのパートナーである非営

利団体、シェルターボックスによる災害救援活動への寄付も

行われています。シェルターボックスはこれまで4年近くにわ

たり、国連難民高等弁務官事務所と協力してシリア難民に

救援物資を提供してきました。また、欧州へと移動する際に

ギリシャとトルコを通過する難民のために、仮設住居と生活

物資の提供も行っています。多くのシリア難民が、命の危険

を冒して海を渡り、ギリシャへとやってきます。

ヒューコ事務総長はこう語ります。「何百万という難民の支援

に力を注いでいるロータリークラブと会員の皆さまに心から感

謝しています。難民生活を強いられたすべての方々には、深

い同情を感じています」

ロータリーとシェルターボックスがシリア難民を支援

臨時理事役員会報告今日の料理


