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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８回理事役員会報告

開催日　　平成２８年２月５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・IM委員会

司会者　　石井邦夫

議題

１・プログラム変更・２月第２週～３月第１週まで・石井委員長

変更無し

２・東北震災復興委員会のパネル展示会について・山田

復興委員長

復興委員会が震災パネル展示会を長泉町と交渉し、長泉

町１Fエントランスにて展示会決定。3月7日～3月11日まで

期間。3月4日１７：００から当所で準備。3月11日１７：００から

撤収。絆シール・パネル製作予算１０万円。承認された。

３・２月２０日IMについて・矢岸委員長

送迎バス・三島駅・田町駅経由運行・三島RC１４名・三島

西13名。参加人数・講演会１８８名・親睦会・１６８名（会員数

２６０名）式典プログラム・前回決定通り。設営等・前回決定

通り。予算等・カメラマンは依頼しない、クラブ会員撮影。

IMの多少の追加予算はクラブが負担する、事後報告する

ことで承認された。

４・春の家族会について・杉山委員長

3月27日（日曜日）韮山散策BBQタイムスケジュール10時

例会・反射炉周辺２世界遺産散策・高原ジュースからミス

高原までウオーキング到着後BBQ。

参加者・全員参加・大人（18歳以上）4,000円・小学生～高

校生2,000円・以下無料・全体予算416,250円・なるべくバス

同乗でお願いする。（三島駅、田町駅、ブケ東海）計画、

予算、共に承認された。

５・浜岡原発見学について・石井幹事

浜岡原発を見学する案が出たが『クラブ事業としての委員

会はどこか、PGは』『原発についての賛否両論あり、目的

提示が難しい』『タイムスケジュールが解らない』『日程、予

算等詳細分からず検討出来ない』。来年度以降の検討とした。

　　　

せせらぎ三島ロータリークラブ 検 索

　皆様は自分の仕事にどんなむき合い方をしていますか。

自分に向かない、やりたくない仕事であれば、ストレスもた

まり、もちろん仕事で得られる喜びもなく、人によっては自

分は何をしているのだろう・・とむなしくなるかもしれません。

仕事にやりがいと幸せを見い出すには何が必要なのでしょ

う。人それぞれ考えておられる事もあるでしょうが、私はや

はり人に喜ばれる仕事でありたいと思うのです。人との間接

的な仕事であっても、喜んでもらえる人を想像しながら励

む事は楽しいものです。又、仕事を一つ一つこなす事で、

よりいっそう自分を成長させる事ができたら又、前向きにな

れ、仕事への闘志も湧いてくることでしょう。しかし、やりたく

ない仕事だからと適当にこなしていると、自分のストレスに

もなり、相手がいる場合等は必然的にそれが伝わり、人に

よってはクレームとなって返ってくる事にもなりかねません。

そして又仕事がいやになり負の連鎖となってしまいます。又、

自分に合った仕事だからと、そのおもしろさだけに夢中に

のめり込んでしまうのも、本人は幸せを感じるかもしれませ

んが、それは自分だけの幸せであり、家族や人間関係な

どおろそかとなり、周りを傷つけているかもしれません。そ

の点、人に喜ばれる事を想像し仕事にうち込めたら、その

喜びはひとしおです。私はもう現役の仕事から退いてしま

いましたが、私の山あり谷ありの楽ではなかった長年の年

月を振り返ってみても、やはりお客様のため仕事にうち込

んだ結果、お客様に喜んで頂いた時は、何ものにもかえが

たい喜びを感じたものです。もちろん仕事にかぎらず、他

を喜ばせる事は人へのプレゼントであり、自分へのプレゼ

ントとして返ってくる様に思います。

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

２月２７日　小林　勝君

　さて今日は、基礎代謝に

ついて触れて見たいと思い

ます。誰しも男性は４２歳、

女性は３３歳の厄年を迎え

る頃から悲しいことに体脂

肪の蓄積が始まり、中年肥

満をおこしやすくなるそうで

す。ではなぜ中年になると あわやのぶこさん（篠木君のゲスト）

小野　毅君（三島ＲＣ）

ようこそせせらぎ三島
ロータリークラブへ

今日の料理

内田君、久保君、小島君、杉山（順）君、田中君、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

２８/３５　　 　　　８０．００%　　　　３３/３５　　 　　　９４．２９%

２７/３２　　 　　　８４．３８%　　　　　　　　  　　　　　３７名

例会変更

三島ＲＣ　　　２月１７日（水）→２月２０日（土）第２分区ＩＭ

三島西ＲＣ　　２月１８日（木）→２月２０日（土）第２分区ＩＭ

伊豆中央ＲＣ　２月１６日（火）→２月２０日（土）第２分区ＩＭ

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

　　　　　

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。

鈴木政則君：８月１９日ガバナー公式訪問・四クラブ合同例会、

１月８日四クラブ合同新年会、２月２０日ＩＭと大きな３つの行事

が皆様方のご協力のおかげで無事に終了しました。お疲れ様

でした。あと３分の１が残っています。明るく楽しいロータリーを目

指して頑張っていきます。これからもよろしくお願いします。

山本ガバナー補佐：本年度ＩＭが先週２月２０日（土）当クラブ

の担当にて開催され、矢岸実行委員長のもと全員参加、全員

協力にて盛大に、また予定通り行われました。全員のみなさま

にありがとうございました。

中村　徹君：２０日のＩＭは素晴らしい企画と内容でした。懇親

会の料理も大変おいしかったです。ガバナー補佐。実行委員

長はじめ親睦委員会の皆さん本当にお疲れ様でした。

矢岸貞夫君：さる２月２０日ＩＭが皆様の協力のもと大成功に終わ

りました。ご協力本当にありがとうございました。本日仕事の為、例

会は休ませていただきます。ごめんなさい。

米山晴敏君：先週のＩＭでは山本ガバナー補佐、鈴木会長、

矢岸実行委員長をはじめ、クラブの皆さんご苦労様でした。今

日は卓話です。ＣＭの名波浩君の裏話をします。

原　兄多君：去る２月１８日に入籍いたしました。明るく楽しい家

庭をきずけるように頑張ります。

仲原実圭君：ＩＭお疲れ様でした。原君結婚おめでとう。

篠木喜世君：桜ヶ丘幼稚園旧園舎がすてきなシェアハウスに

なり、２月２８日（日）オープンスクールです。チラシがテーブル

にあります。見に来てくださいね。

石井邦夫君：先週のＩＭでの皆様の協力に本当に感謝しており

ます。ありがとうございました。

小林　勝君：皆様のご協力で無事ＩＭを開催することができまし

た。ありがとうございました。

山口辰哉君：先週のＩＭお疲れ様でした。ＳＡＡ委員長岡君、

立派な司会でした。これからは何かイベントのあるたびに岡さ

んにお願いしたいと思います。ヨイショ！

石井和郎君：実行委員はじめ皆様、ＩＭ御苦労様でした。出席

できずに申し訳ありません。インフルエンザＡ型で生まれてはじ

めての外出禁止令執行中でした。

三島ＲＣ・小野　毅君：お世話になります。

Ａテーブル：2/19杭州チャイナレストランでＡテーブル会を行い

ました。渡邊パスト会長お勧めのお店で安くて美味しいお店で

した。残金スマイルいたします。

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

　明日はＪリーグの開幕です、Ｊ１に復帰したジュビロ磐田

の名波浩さんの話をします。

　ＣＭになぜ名波浩を使い始めたのか？とよく質問されま

す。現役時代には『名波選手の話を聞きたい』と多くのファ

ンが会社に来ました。今年も1月に静銀の石橋さんが『時

間ありますか？私は藤枝出身です、名波さんの話を聞か

せてください、』と言われ、話した内容をします。名波浩君

との出会いは彼が日本代表に選ばれた時です。私は巨人、

大鵬、卵焼き時代ですから。野球大好き人間！サッカー

にはまったくの興味がありませんでしたが、お父さんから『う

ちの浩は後援会を作るのを嫌がっている、米ちゃん協力

しくれない』と言われて。その時、お父さんから聞いた、浩

君の４才からジュビロ磐田に入団するまでを聞いて、協力

する事にしました。

　浩君は４人兄弟の末っ子、兄達はサッカー少年、いつも

『お兄ちゃん達と一緒にボール蹴りたいよ』とブカブカの靴

を履いて後について行く、お母さんが『待ちなさい』と靴いっ

ぱいに綿を詰め込み『これで蹴れるでしょう』と送り出しまし

た。雨の日も家の中で４人がボール蹴るため、障子やふ

すまは破れ、家具は壊れましたが、決して怒る事無く『元

気な証拠』と、育てたそうです。小学２年の時、兄にくっつ

いて、少年サッカー団の練習に行き、ドリブルでパイロン

をかわす彼を、山田コーチが見て『何年生だ？２年生、ウ

ソだろう、こいつは１０年に１度かそれ以上の天才だ』と回り

の人に言っていたそうです。その時から、飛び級での入団

が許されました。全員でリフティングしたとき、１０回、２００回、

５００回と進み『名波もうやめろ』と言われるまで出来たそう

です。小学校、中学校と順調に成長し、高校進学で試練

が起きます。当時はサッカーで静岡県一になる事は日本

一になる事と同じくらい難しいことでした。それを争ってい

たのが清水市内の高校と藤枝東でした。浩君は県選抜

の仲間が清水商業に行くと知り、又、清水商業の大瀧監

督から『来いよ』と言われ、自分も行きたいと思いましたが、

環境的には難しい状態でした。藤枝じゅうから『名波は藤

枝を裏切った』と言われ。当時、彼は中、西部のトレセン

のキャプテンをしていましたが『おまえはトレセンに来るな、

恩や義理を捨てて清水に行く人間には、教えることはない』

と言われ練習場所を無くしました。お父さんは『廻りの言う

事など気にしなくて良いよ、自分の好きな所へ行けよ』と

言い、その言葉で彼は清水商業に進学を決めました。そ

の頃を小学校の増田先生が『名波は毎朝公園を1人でラ

ンニングし、明るく振る舞っていました。』と回顧しています。

高校では1年先輩の藤田俊哉と出会い、俊哉の事を『す

ごい、この人より上手くなることは無いだろうけど、ついて

行こう』と練習に励み、二人は飛躍的に上達しました。大

瀧監督はのちに『あの2人でサイドキックの練習をやると１

時間以上ミスすることはなかった』。そのくらい、2人は高

校生離れしていました。1年目でインターハイ、全日本ユー

スと2度の全国の頂点に立ち、順調に高校卒業。彼は順

天堂大学に入学しますが、大学2年生の時に、『僕には大

学のサッカーは合わない。だからヨーロッパにいきたい２００

万出してくれ。』とお父さんに電話しました。お父さんに『わ

かったよ、だけど卒業してから行け』と言われ、吹っ切れ、

今日の料理

『名波　浩』

第８回理事役員会報告

開催日　　平成２８年２月５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・IM委員会

司会者　　石井邦夫

議題

１・プログラム変更・２月第２週～３月第１週まで・石井委員長

変更無し

２・東北震災復興委員会のパネル展示会について・山田

復興委員長

復興委員会が震災パネル展示会を長泉町と交渉し、長泉

町１Fエントランスにて展示会決定。3月7日～3月11日まで

期間。3月4日１７：００から当所で準備。3月11日１７：００から

撤収。絆シール・パネル製作予算１０万円。承認された。

３・２月２０日IMについて・矢岸委員長

送迎バス・三島駅・田町駅経由運行・三島RC１４名・三島

西13名。参加人数・講演会１８８名・親睦会・１６８名（会員数

２６０名）式典プログラム・前回決定通り。設営等・前回決定

通り。予算等・カメラマンは依頼しない、クラブ会員撮影。

IMの多少の追加予算はクラブが負担する、事後報告する

ことで承認された。

４・春の家族会について・杉山委員長

3月27日（日曜日）韮山散策BBQタイムスケジュール10時

例会・反射炉周辺２世界遺産散策・高原ジュースからミス

高原までウオーキング到着後BBQ。

参加者・全員参加・大人（18歳以上）4,000円・小学生～高

校生2,000円・以下無料・全体予算416,250円・なるべくバス

同乗でお願いする。（三島駅、田町駅、ブケ東海）計画、

予算、共に承認された。

５・浜岡原発見学について・石井幹事

浜岡原発を見学する案が出たが『クラブ事業としての委員

会はどこか、PGは』『原発についての賛否両論あり、目的

提示が難しい』『タイムスケジュールが解らない』『日程、予

算等詳細分からず検討出来ない』。来年度以降の検討とした。

　　　

米山晴敏君 ４年間の大学サッカー生活を全うしました。電話した２年生

の当時は、翌年Ｊリーグ発足に向けて日本中がサッカー熱

で沸騰してた時です。卒業を控えた４年生の時、１１のＪク

ラブからオファーが届きました。クラブを決める時、彼はこ

う言っています『母親が病気を患い、一時は歩けない状態

でも体調が少し良いと東京まで観戦で足を運んでくれた、

だから静岡県以外の観戦はきついだろう、早く元気になっ

てスタンドで応援して貰いたい』そんな思いで実家に近い、

ジュビロ磐田に入団を決めたそうです。ジュビロ磐田に入

団した年、シーズン開幕戦に監督から『名波スタートから

行くぞ』と言われ、プロ1年目から全試合スタメン出場を果

たしました。また、入団年度のシーズン８試合目の終了時

には『日本代表に選ばれ』プロデビューから１年後に日本代

表のエースナンバー『１０番』を背負い、プロデビュー2年後

の１９９８年にはフランスワールドカップに日本が初出場しま

した。そのワールドカップ全６試合で浩君は得点２・アシスト

５、の結果を出し、日本代表不動の１０番になりました。

　私が何故、名波後援会（レフティ）を立ち上げるのを手伝っ

たか、それはお父さんから聞いた、浩君に感動したからです。

日本代表になりスポンサーが黙っていません。靴の専属は

アディダスで契約料はウン百万でした、それがいきなりナ

イキから数倍数十倍の契約料の提示されましたが、彼は『小

さい頃からアディダスからは、靴は貰いお世話になってい

るから換えません』と断った事を聞いたからです。彼はお父

さんに似てすごく義理堅い、その義理堅いことはいろいろ

な時にでます。

　ＣＭの話です。彼が会社に来たとき『引退したらＣＭ出る

か』と聞いたら、『出ます』即答されて、ギャラはいくら、と聞

けず、困っていました。しばらくしたらジュビロ磐田の人とマ

ネージメント会社の人が来て『ＣＭのギャラを名波選手が

いらないと言っています、０円にいくら掛けても０円なんです、

社長さん！いくらでもいいですから、何とかして頂けないで

しょうか』と懇願されて、自分で勝手に金額を決めました。

引退する時には、『引退試合を主催してくれ』、と言いに来

ました、理由は日本サッカー協会から国立競技場でやるよ

うに言われたが『自分は静岡で育だてて貰ったからエコパ

でやりたい』と断りました。彼から『共同開発主催で頼みます』

と言われた時、私は即座に『それは無理だ、そんな資金も

無いし、エコパ球場４３０００名を埋めるのは無理、ジュビロ

磐田でやってくれよ』と答えましたが『お金はいりません、チッ

ケットも自分で売りますから』と押し切られました。しかし最

終的にはジュビロ磐田がやってくれました。チケットは販売

から１週間かからず、売り切れ、ビックリしました。会社と名

波主催のサッカー教室には元Ｊリーグ選手も一緒に来てく

れます。全員ギャラ取りません、交通費も自腹で来てくれま

す。私の出費は終わってからの焼き肉代だけです。サッカー

選手の横の繋がりは強いものがあります。一昨年のジュビ

ロ２０周年の名波プロデュースのゼンザマッチをやりました、

元日本代表、ジュビロＪ１優勝時の選手が参加しました。ミ

スチルの桜井を始め芸能人も全員、友情出場です。私の

出費はこのロゴ入れのユニホーム代だけでした。昨年は『元

代表の奥大介さんの追悼試合を三浦カズ、中澤祐二、名

波浩の３人が発起人になって行い多くの元代表選手が出

場し、収益金を家族に渡しました』本当に名波さんの回り

のサッカー選手は繋がりは強い。義理とか人情を名波さん

から教えてもらいました。CMを名波さんにお願いして良かっ

たと思います。



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

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

日時：平成２８年３月２７日（日）９：３０集合

集合場所：ブケ東海駐車場

※バス　楽寿園→ブケ東海→大場駅→韮山駅

服装：動きやすい服装

会費：会員４０００円　大人４０００円（高校生以上）

　　　　子供２０００円　幼児以下無料

※参加連絡は杉山順一又は遠藤修弘

つるし雛体験（要予約）・地ビール試飲・反射炉

見学・散策散歩等

ミス高原でＢＢＱ

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

仲原実圭君

山本ガバナー補佐：本年度ＩＭが先週２月２０日（土）当クラブ

の担当にて開催され、矢岸実行委員長のもと全員参加、全員

協力にて盛大に、また予定通り行われました。全員のみなさま

にありがとうございました。

鈴木政則君：８月１９日ガバナー公式訪問・四クラブ合同例会、

１月８日四クラブ合同新年会、２月２０日ＩＭと大きな３つの行事

が皆様方のご協力のおかげで無事に終了しました。お疲れ様

でした。あと３分の１が残っています。明るく楽しいロータリーを目

指して頑張っていきます。これからもよろしくお願いします。

中村　徹君：２０日のＩＭは素晴らしい企画と内容でした。懇親

会の料理も大変おいしかったです。ガバナー補佐、実行委員

長はじめ親睦委員会の皆さん本当にお疲れ様でした。

矢岸貞夫君：さる２月２０日ＩＭが皆様の協力のもと大成功に終わ

りました。ご協力本当にありがとうございました。本日仕事の為、例

会は休ませていただきます。ごめんなさい。

米山晴敏君：先週のＩＭでは山本ガバナー補佐、鈴木会長、

矢岸実行委員長をはじめ、クラブの皆さんご苦労様でした。今

日は卓話です。ＣＭの名波浩君の裏話をします。

原　兄多君：去る２月１８日に入籍いたしました。明るく楽しい家

庭をきずけるように頑張ります。

仲原実圭君：ＩＭお疲れ様でした。原君結婚おめでとう。

篠木喜世君：桜ヶ丘幼稚園旧園舎がすてきなシェアハウスに

なり、２月２８日（日）オープンスクールです。チラシがテーブル

にあります。見に来てくださいね。

石井邦夫君：先週のＩＭでの皆様の協力に本当に感謝しており

ます。ありがとうございました。

小林　勝君：皆様のご協力で無事ＩＭを開催することができまし

た。ありがとうございました。

山口辰哉君：先週のＩＭお疲れ様でした。ＳＡＡ委員長岡君、

立派な司会でした。これからは何かイベントのあるたびに岡さ

んにお願いしたいと思います。ヨイショ！

石井和郎君：実行委員はじめ皆様、ＩＭ御苦労様でした。出席

できずに申し訳ありません。インフルエンザＡ型で生まれてはじ

めての外出禁止令執行中でした。

三島ＲＣ・小野　毅君：お世話になります。

Ａテーブル：2/19杭州チャイナレストランでＡテーブル会を行い

ました。渡邊パスト会長お勧めのお店で安くて美味しいお店で

した。残金スマイルいたします。

スマイルボックス
春の家族会のお知らせ

韮山散策とＢＢＱ


