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石井（和）君、石井（邦）君、石井（司）君、遠藤君、杉山（順）君、

杉山（隆）君、原君、兵藤君、宮澤君、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

２９/３５　　 　　　８２．３５%　　　　３３/３５　　 　　　９４．２９%

２５/３５　　 　　　７１．４３%　　　　　　　　  　　　　　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

　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

　先日の１/１６、地区職業奉仕セミナーが甲府の県立図書館

で開催されました。当クラブからは山本ガバナー補佐と職業

奉仕委員長の加藤さんそして私で参加させて頂きました。セ

ミナーはミズノ株式会社会長水野正人様から「五輪開催と職

業奉仕を考える」をテーマに講演して頂きました。水野様は２

０１１年から２０１２年度まで東京ロータリークラブ第２５８０地区の

カバナーをなされました。そのお話はロータリーのこと、日本

のこと、前をしっかりと見すえた大変意義のあるもので、私自

身とても感銘を受けました。その内容、かいつまんでですが少

しお伝えさせて頂きます。色々な奉仕団体はたくさんあります

が、職業奉仕をうたっている団体はロータリーだけですから、

ロータリークラブは職業奉仕を中心に進めて行かないと駄目

だということを強く云っておられました。アメリカでは売って良し・

買って良しだけでとおる事も、日本では売って良し・買って良し・

世間良しの三法良しなくしては企業は上手く行かないと云っ

ておられました。とても信用が大事なのですね。又、人類をお

びやかすのは環境・流行・経済の三つだという事、その中の

環境は地球温暖化の問題、そして流行とはウィルスの問題、

鳥インフルエンザは今は鳥から鳥ですが、今後鳥から人間に

ウィルスが移行するであろうという事、もう一つ危ないのは世

界経済であり、日本がリードをとって行かなければならないと

いう事、それというのも、東日本大震災であれほどの災害にみ

まわれていながら、忍耐強く堪え忍ぶことのできる日本人のそ

の底力は凄いのだから・・・。そんな日本人が力を発揮する事

ができる東京オリンピックが２０２０年に開催されます。オリンピ

ックの成功も大事ですが、一番大事なのはその１０年後の２０３

０年、日本がどうなっているかという事だとおっしゃっておりまし

た。シドニー大会の１０年後は観光客も増え素晴らしい国とな

りました。ところがギリシャの１０年後はどうでしょう。破たん寸前

です。又、中国はといいますと、２０１８年で１０年になりますが、

環境は悪いし、経済も冷え込んでいます。この様な例を参考

に東京オリンピックの１０年後を考えたら新たなビジネスに取り

組まなければならない、各企業それぞれの今の職種に健康と

環境を取り込んで行かないと将来が見えてこないとおっしゃっ

ていました。その為には高い専門職の集まりであるロータリー

の存在が大きく、ロータリーアン同士が情報交換をし、良い

幹事報告

ゴルフ同好会

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．例会変更

　　三島西ＲＣ　　１月28日(木）交換中学生歓迎例会

　　　　　　　　　　　例会時間・例会場変更

２．今期プロジェクターを当クラブで購入しましたので、ス

クリーン代（3000円）だけ本人負担となりますので宜しくお

願いします。

1月19日　片野誠一君
1月26日　澤田　稔君
1月15日　 片野誠一君
1月25日　 久保栄子君

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

１１/２３タイのルーイ県にて自転車

贈呈式が行われ私達８名参加して

参りました。このたびのタイ放置自

転車贈呈は今回で１３回目となり、

お陰様で今までに約７０００台の自

転車を送る事ができました。日本

からタイへ運び込まれた自転車は、

タイ政府福祉局のご指導の元、組

み立て直しをしなければなりませ

小野田千也さん

伊牟田智也さん

ようこそせせらぎ三島
ロータリークラブへ

コミニユケーションをとり、お互いより良い方向へ、又、より良

い会社へと伸びて行く事を望んでおられました。水野様のお

話しを伺い、ロータリーアン一人一人の心がけが日本の将来

を明るくしていけるのだという身の引きしまる思いと、改めてロ

ータリーの素晴らしさを痛感致しました。

臨時理事役員会報告

今日の料理



ロータリー世界各地から

ＲＯＴＡＲＹ　ＷＯＲＬＤ

親睦委員会 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２８年１月１５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　山本ガバナー補佐　土屋事務局　

　　　　　　　　　 矢岸ＩＭ実行委員長

司会者　　石井邦夫

鈴木会長、山本ガバナー補佐挨拶。２月２０日・ＩＭについ

て矢岸実行委員長からのスケジュール説明と役割分担の

説明及び決定事項の承認。

１・配付資料の説明

スケジュール表・ＩＭ式次第・役割分担表・ＩＭ関係資料・   

実行予算案・実行委員会構成表・講師プロフィール。　

２・テーマについて

『コミュニケーション力を高め、仲間を増やそう』が正式テーマ。

３・スケジュール表について

当クラブ会員は９:３０にロビー集合、役割分担確認後、リハ

ーサル。

４・プログラムについて

登録受付　１２：３０～１３；００　全体会議　１３：００～１４：００　　

記念講演　１４：１０～１５：１０　懇親会　　１５：２０～１７；００　　

５・予算について

収入　２６０名　　1,500,000

支出　　　　　　　1,500,000

６・その他　　　

ＩＭ実行委員会作成のスケジュール案、予算案、役割分担

案等全て承認。細かな点、変更及びＩＭ成功に必要事項

は矢岸ＩＭ実行委員長とＩＭ委員会に一任することが承認

された。

第７回理事役員会報告

　　　　　

加藤正幸君

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　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。

片野誠一君：誕生祝いありがとうございます。

勝又佳員君：1月20日誕生日を迎えました。還暦と報告しまし

たが、なんと59歳でした。すみません。少し得をした感じです。

内田憲一君：休みが多くすみません。また、今日早退させてい

ただきます。

岡　良森君：先週日曜日、伊豆急の創業時100系列車に乗っ

て来ました。開業昭和36年とのこと。ついでに下田宝福寺にも

行って来ました。

澤田　稔君：今年もなんとか生きていて出席出来ました。今年

度はトキメキを作るべくしっかりアタックしてまいりたいと思います。

今後ともご指導願います。

加藤正幸君：本日、職業奉仕月間卓話です。赤十字血液セ

ンターの小野田様よりお話をいただきます。よろしくお願いします。

仲原実圭君：すみません！早退させていただきます。

スマイルボックス

ロータリー財団セミナー報告

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

「医・農・食・楽からの提言」

卓話

＜せせらぎ三島ロ－タリ－クラブ献血セミナ-＞�            

             

          　　　　　　　　講師　静岡県赤十字血液センタ－�  

          　　　　　　　　　　　沼津事業所　小野田千也　様�  

             

①献血と輸血の現状�            

このまま献血者が減り続けると・・・�           

みなさんが大人になる２０２７年には必要な献血者数がピ

ｰクを迎えます。�           

必要な献血者数がピｰクを迎えます。�           

その時には献血者が８９万人不足すると予測されます。�           

輸血用血液を使う人と献血する人の差はその後もさらに

広がります。�           

輸血の使用状況�            

 ・がんの治療　　　　　　→　３８．４％�           

 ・内科的病気の治療　→　４４．８％�           

 ・交通事故などによりケガの治療　→　３％

②献血の基準�      

年代別にみる輸血の割合�      

 ＊輸血を受ける患者さんの８５％は５０歳以上�    

 ・５０～５９歳　　　→　　　９％�     

 ・６０～６９歳　　　→　　　４４．８％�     

 ・７０歳以上　　　　→　　　５５％

４００ｍＬ献血にご協力を！�   

人間一人一人の血液は、たとえ血液型が同じでも微妙に

違っています。このため複数の献血者からの血液を合わ

せて一人の患者さんに輸血するほど、副作用発性の可能

性が高くなります。�    

＊献血者の皆様には可能な限り４００ｍＬ献血へのご協力

をお願いしております。�

�   

＜４００ｍＬ献血＞　�   

年　齢　　　　　男性：１７　～　６９歳�   

　　　　　　　　　女性：１８　～　６９歳�   

体　重　　　　　男女とも５０Ｋｇ以上�   

血色素量　　　男性：１３．０ｇ/　ｄＬ以上�   

　　　　　　　　　女性：１２．５ｇ/　ｄＬ以上

＊６５歳以上の方の献血については６０～６４歳の間に献

血経験がある方に限ります。�

③輸血用血液の種類�  

「全血製剤」�  

 保存温度：２～６℃　 有効期間：採血後２１日間�

「血小板製剤」�  

 保存温度：２０～２４℃　 有効期間：採血後４日間�

「赤血球製剤」�   

 保存温度：２～６℃　 有効期間：採血後　２１日間

「血漿製剤」�  

 保存温度：－２０℃　 有効期間：採血後１年間�

④検査サ－ビス通知�       

 ･血液型のお知らせ�      

・検査成績のお知らせ�      
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�           

             

             

今日の料理

⑤終わりに・・・�       

献血は「命をつなぐ尊いボランティア」です。�      

献血をすることで本人、家族、友人または周りの人など�      

必ず誰かのためになっています。�      

病床で苦しむ多くの患者さんの為、献血へのご協力をお

願い致します。�


