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会長挨拶
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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

ちませんし、従業員の成長なくして企業の成長はありません。

従業員は企業にとって大切な存在です。その従業員をど

の様に教育し、やる気を出させるかは経営者の腕の見せ

所ではないでしょうか。しかし、世の中、どんな事がおこる

かわかりませんから、順調に伸びている企業であっても、

優秀な従業員や従業員教育ばかりでも太刀打ちできない

場合もあるものです。とかく、これは景気が悪いからだとか、

従業員が働かなかったからだとか、世の中や他人のせい

にしたがりますが、上手くいかなかったそんな時こそ他のせ

いにせず、経営者である社長のせいだと自分を反省しな

いかぎり前進は難しいのではないでしようか。景気が良く、

企業が順調にいっている時は裏に沈んでいる問題点が見

えてこないものです。でも不況時は問題点がたくさん出て

きます。そんな時こそ、改善・改革の良い機会です。どん

なに困っている時でも、社長としては頑張っている従業員

の良い所を見い出してやるぞという心意気も必要でしょう。

そしてできない理由を探すよりできる方法を探す習慣をつ

けていきたいものです。従業員が仕事に対してやる気をな

くしていたのか、経営者の経営方針が間違っていたのか、

どちらにしても、従業員の態度や行動はその会社の姿を

繁栄します。経営者は従業員の幸せを一番に考えて運営

していかなければなりませんし、従業員は自分の考えで自

分から行動できる人材となって欲しいと思います。従業員

がやる気を出している企業は大きく成長して行く様に私は

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

石井（司）君、内田君、遠藤君、仲原君、山口（雅）君、山田君

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

３２/３６　　 　　　８８．８９%　　　　３５/３６　　 　　　９７．２２%

２９/３５　　 　　　８２．８６%　　　　　　　　  　　　　　３７名

例会変更

三島ＲＣ　　　３月１６日（水）夜間例会　例会場変更

三島西ＲＣ　　３月１７日（木）米山記念館　例会場変更

委嘱状

　ロータリーの中には企業をな

している方、又、今から立ち上

げたいと思われている方もい

らっしゃるのではないでしょうか。

今日は企業の繁栄とその従

業員の関係について私なりに

少し考えてみたいと思います。

従業員なくして企業は成り立

米山梅吉記念館委員会委員　矢岸貞夫君

米山梅吉記念館委員会運営小委員会　加藤正幸君



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

広報委員会

委員長　石井和郎君

久保栄子君：7年間大変お世話になりました。最後のスマイル

です。せせらぎ三島ロータリークラブに入会させて頂き知らなか

った世界を知る事ができ、また、皆様から沢山の事を学び、人

間として成長させて頂きました。外で会ったら、「やあー！」と声

をかけて頂けましたら嬉しいですし、ワインが飲みたくなりました

ら、こちらもお声をかけて頂けましたら、もっと嬉しいです。有難

うございました。

原　兄多君：3月12日（土）に結婚式及び披露宴を執り行います。

ブケ東海様で披露宴をお願いしたかったのですが、時間等の

都合で他の場所になってしまいました。ご相談に乗って頂いた

勝又社長、申し訳ありません。また、嫁の招待客の関係上、私

の方も親戚と同級生のみ声掛けをいたしました。皆様もご招待

したかったのですが、ご容赦願います。3月27日の家族会には、

嫁を連れて行きますので、その際にご紹介させていただきます。

兵藤弘昭君：先日、円広志の歌を歌いながら飲んだところたい

へん酔っぱらいました。「夢想花」には気を付けましょう。

田中錦城君：春ですね～！スマイルします。

加藤正幸君：毎度になっております春のビッグセールを来週の

火～土曜日までやります。ひやかしに来店ください。ポケットに

チラシを入れさせてもらいます。

小林　勝君：先週の例会で誕生日を祝っていただきありがとう

ございました。私もついに60才になってしまいました。これからは

分別ある大人になりたいと思います。

太田政人君：本日は卓話です。どうぞよろしく。

片野誠一君：先日のテーブル会欠席して申し訳ありませんでし

た。

ＢＤＥテーブル：先日26日、風土にてＢＤＥテーブル会を開催し

ました。16名の参加で楽しい時間を共有できたと思います。ご

苦労様でした。参加者のご好意をスマイルします。

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

　歯の表面はエナメル質で覆われています、エナメル質は.

大部分がリン酸カルシュウム（ハイドロキシアパタイト）の

結晶で構成されており、人体で最も硬い組織です。この

硬いエナメル質に守られているお陰で私たちは美味しく

食事を摂ることができます、エナメル質が正常な状態なら

ば細菌は歯の中には侵入することは困難です。しかしむし

歯や歯周病になったり歯が欠けたりすると、細菌が歯の中

に入り込みます。歯髄が感染すると「歯髄炎」となり痛みが

生じます。歯髄炎は大人になると回復することは稀です。

歯髄炎を放置すると、歯髄が死んで歯の根の先端付近

のあごの骨にも炎症が生じます。これは「根尖性歯周炎」

と呼ばれます。そこで、感染した歯髄や細菌を取り除き、

その後の最近の侵入や増殖を阻止するために根管をしっ

かりと詰める、いわゆる根の治療「根管治療」が必要にな

ります。根管治療により根尖性歯周炎が治癒したのちには、

むし歯や歯の治療のために欠損したところを詰め物やか

ぶせ物を装着して一連の治療は終了します。

　しかし「歯の神経を取ったのだから、痛むはずがない」と

思われるかもしれませんが、根管治療は根の周囲に刺激

が加わるため、治療後しばらく痛みが生じることがあります。

また、時間が経過してからも痛みが続く、あるいは新たに

生じることがあります。理由としては①細菌が残っている（根

管の形は大変複雑で、枝分かれやカーブがあり、治療器

具が届かず細菌が取り切れないことがあります）②新たに

細菌が侵入した（詰め物やかぶせものが緩んだり、むし歯

ができたり、歯にひびが入ったりすると、そこから新たに細

菌が入り込んできます）③歯髄が残っている（根管は非常

に細く、その数や位置は歯や人によりまちまちです、その

ため発見が難しかったり、器具が先端まで十分に入らなかっ

たりすることがあります）④歯が割れている（根管治療後は

加齢とともに歯が割れやすくなります）⑤痛みを感じる神

経に問題がある（歯の治療を行っても効果がありません）

　神経を取った後には次のことを心がけましょう

１．�早めに詰め物やかぶせ物を

２．�かかりつけの歯科医院で定期健診を

３．�歯磨きのレベルアップを

４．�硬いものには気を付けましょう

５．�他の歯のケアも忘れずに

今日の料理

卓話 太田政人君


