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会長挨拶

司会：山口辰哉君　指揮：勝又佳員君

内田君、加藤君、小林君、杉山（順）君、杉山（隆）君、兵藤君、

宮澤君、矢岸君、山本君

(＊出席免除会員の欠席者　片野君、澤田君）

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

２６/３２　　 　　　８１．２５%　　　　３０/３２　　 　　９３．７５%

２５/３４　　 　　　７３．５３%　　　　　　　　  　　　　　３６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

月位は無理ですがゴルフもいい時期になって来ました。み

なさんスポーツの秋、体を鍛えてください。

　今日は、山本さんの紹介をさせていただきます。山本さ

んは３６才で山本建設(株)の３代目の社長となりロータリー

の入会はその２年後１９９０年１月５日、まだ３８歳の時でした。

スポンサーは静岡コンサルタントの高野内滋樹旧会長さ

んと旧キミサワの久永光夫さんでした。お父さん（２代目社

長）が三島ロータリークラブに在籍していたため、またお二

方とも仕事の関係で親交があり、当時出来て半年の三島

南ロータリークラブに推薦され入会する事になり、久永さん

はチャーターメンバーで４代会長を務めています。入会日

の前日１月４日は新年の株式取引大発会式で日本経済が

大きく変わるきっかけとなるバブル破壊の始まりの日でした。

また、クラブの仮創設は前年の１９８９年６月２日ですが、そ

の翌日の６月３日には、中国北京での天安門広場で民主

化を求める学生や市民を武力で制圧した天安門事件が

発生した日であります。入会した当月の２０日には加盟認

証伝達式と祝賀会を含めた「チャーターナイト」が開催さ

れ諸先輩の指示のもと何もわからず動き回り無事に終わっ

た思い出があります。２００１年には片野会長のもと幹事を

務めさせていただき、２０１３年には２５代会長を加藤幹事と

共に務めさせていただきました。昨年２０１５年は土屋巧さ

んに事務局をお願いし静岡第２分区ガバナー補佐まで務

めさせていただき、ロータリーを勉強させていただきました。

若い会員の皆様には、ロータリーの制度をもっと知ることに

より、本当のロータリーの良さ、楽しさを実感し体験できると

思います。今後ともせせらぎ三島ロータリークラブの発展に

少しでもお役に立てればと考えます。以上山本さんの紹介

でした。

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

中本豊晃さん

大庭靖貴さん

土屋雄三君（伊豆中央ＲＣ）

会員誕生日

入会記念日

幹事　米山晴敏君

先週ガバナーより「せせらぎ三島は36名の少数クラブな

のに活動内容は素晴らしい」とお褒めの言葉を頂きました。

１．ブケ東海より正式に3月31日をもって当会場を閉館す

るとの通知がありました。9月9日のクラブ協議会で次の例

会場を何処にするか、ご意見を伺いますので、考えてお

いてください。

　こんにちは。先週はガバ

ナー訪問でいつもより真剣

にお話を聞き少し疲れた

のではないでしょうか。お

疲れ様でした。

　さてオリンピックも終わり、

気候も朝夕少ししのぎや

すくなり仕事に熱が入る時

期になって来たのではな

いでしょうか。私はまだ1か

８月28日　鈴木真知子君

８月23日　仲原実圭君入会記念日

会員誕生日

委員会報告
国際奉仕委員会 兵藤弘昭君

本年度の地区補助金の金額が決定しました。

20万円申請に対して160200円の金額となりました。

来年二月十日の贈呈式には多数の皆さまのご参加をお

待ちしております。



ロータリー世界各地から

ＲＯＴＡＲＹ　ＷＯＲＬＤ

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

私の職業歴48年   

　私はロータリーに入れて頂き18年になります。職業奉仕

を理念にしているロータリークラブを誇りに思います。

　48年前から多目的製品の表面コーティングを行ってき

ました。その中で思いに残る仕事の話をします。

①44年前、札幌オリンピックの聖火トーチの表面処理

2500本位の話が来た時、嬉しさのあまり特別大サービス

の材料費のみ(@65/本)で受注しました。後に元請け会社

の担当からオリンピックの仕事は特別で、高値で行うと教

えられました。

②30年前市内に在する立石電機製作所のシーケンサー

の表面処理の仕事をした時、購買担当の若い女性事務

員に粗雑な扱いを受けました。比べられた相手は高額納

入品＋タキシード調のスーツ姿の納入者。半導体メーカ

ーでした。

③今年3月よりジェットエンジン点検装置の仕事を受けま

した。エンジンブレードの測定器部品です。本日ＡＮＡの

国内便が欠航しています。飛行機B787はボーイング社、

ジェットエンジンはロールス社、エンジンブレードは国内

大手金属会社で製造されています。日本の産業界、頑

張りましょう！

卓話　
山田定男君

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

「　明るく楽しいロータリー　」

幹事　石井邦夫君

今日の料理

山田定男君：本日卓話です。テーマは・・・おたのしみに！

鈴木真知子君：無事一年すごせ年を重ねることができま

した。感謝してスマイルします。お仕事で早退します。す

みません。

仲原実圭君：今年度のゴルフ同好会コンペを9月19日月

曜日敬老の日に行います。ふるって参加をお願いいたし

ます。

山口辰哉君：定男ちゃん、卓話聞けなくて申し訳ありませ

ん。早退します。夜はあいています。中本さん、大庭さん

の入会で平均年齢が60を切ります。

篠木喜世君：毎日暑いですね。申し訳ありませんが途中

退席します。

原　兄多君：来週休みます。申し訳ありません。

スマイルボックス

2016年規定審議会が閉会し、ロータリー史に残る多く

の重要な決定が行われました。

今回の審議会では、例会スケジュールや会員身分に

関してより多くの裁量をクラブに委ねる立法案や、3年

にわたって4ドルずつ人頭分担金を増額する立法案が

採択されました。規定審議会は、3年ごとにシカゴで開

催され、世界中から集まる代表議員がロータリーの組

織規定に変更を加える立法案を審議します。審議会で

採択された変更は、7月1日より有効となります。

今回の審議会は、柔軟性を増加する案件に多くの注

目が集まりました。一つは、クラブが月に少なくとも2回

以上の例会を行う限り、いつ、どのくらいの頻度で例会

を開くか、あるいは例会をキャンセルするか、また何を

もって例会とするかについて、より多くの裁量をクラブに

与えるものです。もう一つは、会員身分について新しい

試みができる柔軟性をクラブに与えるものです。これら

の案件はいずれも採択されました。

代表議員はまた、RI定款から会員資格6項目を削除し、

「職業上および（または）地域社会でよい評判を受けて

おり、地域社会および（または）世界において奉仕する

意欲のある人」という簡潔な会員資格に変える案件も

採択しました。

従来型クラブとEクラブに区別をなくす立法案が採択さ

れました。これは、クラブが既に多様な方法で柔軟に

例会を開いており、従来型とEクラブを区別する必要が

ないと判断されたためです。ただし、クラブ名に“e-club”

（Eクラブ）が入っているクラブは、その名称を維持でき

ます。

細則から入会金への言及箇所が削除されます。本件

の提案者は、入会金への言及は、ロータリーの現代的

なイメージを促進するものではないと主張しました。

会員増強が組織の最優先事項であることを認識し、会

員増強の常設委員会が設置されました。また、ポリオ

撲滅が最優先される目標であることが再確認されました。

ＲＯＴＡＲＹ　ＮＥＷＳ

規定審議会が閉幕：より多くの柔軟性がクラブに


