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会長挨拶

司会：山口辰哉君　指揮：勝又佳員君

小林君、篠木君、杉山（順）君、杉山（隆）君、田中君、土屋君、

矢岸君

(＊出席免除会員の欠席者　大房君、片野君）

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

２５/３４　　 　　　７３．５３%　　　　３２/３４　　 　　９４．１２%

２８/３５　　 　　　８０．００%　　　　　　　　  　　　　　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

　今日は矢岸さんの紹介をさせていただきます。矢岸さん

は３９歳で株式会社ヤギシの３代目の社長となりロータリー

にはスポンサーの大房さんに声を掛けていただき入会を

勧められましたが、矢岸さんのお兄さんが三島西-ロータリ

ークラブに在籍しており、またロータリークラブ自体が何を

やるのか良く解らず随分悩んだそうですが１年近く熱心に

声掛けをして頂き入会を決心したそうです。入会日は１９９１

年１２月２７日のクリスマス家族会の日（４１歳）だったそうです。

ゴルフは青木功流のパンチショットで今までの通算平均ス

コアーは８０～８５位で、麻雀は役満をテンパっていても形

成によっては完全に降りるプロ級の腕前です。入会当時は

各クラブで１業種１名という規約があり先輩ロ－タリーアンも

いろいろな事で厳しく、特に親睦委員会の活動や例会へ

の出欠席、服装、私語などを指導されましたが今ではそれ

がかえってよかったのではと思える事もあるそうです。異業

種の人との交流も出来人脈も広がり、入会して２５年が経

ち色々な社会勉強や人生勉強が出来たそうです。２００６

年～２００７年今は退会された田中四史生会長のもと幹事

を務め２０１４年～２０１５年度は小林　勝さんに幹事をお願

いし、会長を務めさせていただきました。それもメンバーの

協力のお蔭と感謝し、今後ともせせらぎ三島ロータリークラ

ブの為に頑張る。と言っていました。

　２年前に株式会社ヤギシの代表を甥にバトンタッチし現

在は家族で矢岸総業株式会社を立ち上げ主にＪＲ東海

の線路や枕木等の廃棄を業とし頑張っています。最後に

楽しみながらロータリー活動をしていきましょうと皆さんに伝

えてください、との事でした。以上矢岸さんの紹介でした。

　�     

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

大庭靖貴さん（渡邊・仲原君のゲスト）

会員誕生日

入会記念日

幹事　米山晴敏君

１．昨

　こんにちは。昨日は錦織

が全米オープンテニスで、

世界第２位シードのアンデ

ィ・マレーを１－６、６－４，４

－６，６－１、７－５、とフル

セットの末、下し２年ぶりに

準決勝に進出しました。す

ごいですね優勝するよう応

援しましょう。

９月４日　兵藤弘昭君

９月５日　原　兄多君

９月９日　服部光弥君
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

委員会報告
岩手県大槌町支援訪問参加のお願い

東日本大震災復興支援委員会　山田定男君

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

訪問日：２０１６年１０月５日（水）～６日（木）

スケジュール

　　　　　５日　三島駅北口集合９：１０　９：２１発こだま

　　　　　　　　東京１０：４４発はやぶさ→一関　→大槌町

　　　　　　　　大槌町教育委員会１６：３０訪問→仙台泊

費用：新幹線・レンタカー・宿泊・食事等　

　　　　計５４７６０円（補助有）

参加申し込み：９月１６日締切　　　　山田まで

平成28年9月2日金曜日　　ブケ東海三島

出席者　中山和雄・山口辰哉・鈴木政則・小林勝・石井

和郎・服部光弥・兵藤弘昭・宮澤正昭・米山晴敏

特別出席者　山田定男・土屋巧

欠席者　内田憲一

司会者　米山晴敏

1.プログラム変更について

　　9月9日リレー卓話～クラブ協議会

　　異議なし

2.クラブ協議会内容について

　　例会場移転について多くの意見を出して下さい

3.せせらぎ三島RC戦略委員会発足について

　　承認されました

4.東北大震災復興委員会事業について

　　事業予算より10万円分の図書券を、参加者は65,000

　　円位の費用が掛かりますが多少の補助が出るように　

　　します　　承認

5.新入会員歓迎会について

　　中本君・大庭君　新入会員歓迎会

　　親睦委員長一任　　承認

2620地区米山学友会で文房具寄付プロジェクトを企画

しました

10／28矢岸貞夫1,000円位を寄付　承認されました

第３回理事役員会報告

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。
　急な指名での卓話でまとまるかどうか……。

最近の身の回りのことからお話しします。６月からダイエット

を始めました。約二か月で７キロ減量しました。夜の街でも

てるためのダイエットではなく、自分自身がもっと活動的に

なるためのチャレンジです。週に最低４日は、ジムに通っ

ています。結果、自分でもびっくりするくらい行動的になり

ました。今後も続けていきたいと思っています。

　話は代わって、先日のNHKの番組で、未接触部族（マ

シコピロ）についての特集を観ました。文明側と全く接触し

たことのない人類がまだいたことに驚いたわけですが、文

明側との間で起きた殺人事件に伴いペルー政府が捜査

を始めたとのことでした。先住者が後からやって来た者の

論理で裁かれようとしているわけです。考えさせられました。

また、彼らが我々文明側の人間と接触することに起因す

る病気についても悩ましいものを感じました。今日はリレー

形式なので、次の方どうぞ…。

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。

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

兵藤弘昭君：新メンバー予定の皆様とお会いでき嬉しく

思います。大庭さん、中本さん、よろしくお願いします。

服部光弥君：本日、４７回目の誕生日を迎えることができ

ました。神様よりすてきなプレゼントをいただきました。何と！

本日１４時から“そけいヘルニア”いわゆる脱腸の手術をし

ます。楽しんできます。

渡邊照芳君：本日入会します中本君、宜しくお願いします。

又、次週入会します大庭君もかさねてお願いします。若

い二人ですので徐々に刺激を与える様お願いします。

澤田　稔君：せせらぎ三島ＲＣは魅力あるクラブの様で、

次々と会員が入会されて、真におめでとうございます。何

もお手伝い出来ず、申し訳ありません。兼子さん共々痴

呆症にならないように何とか生きています。

矢岸貞夫君：先日、米山記念館の米山文庫の清掃のボ

ランティア、石井和郎さんありがとうございました。杉山隆

さんは文庫の看板取り付け、ご協力ありがとうございました。

せせらぎ三島ＲＣの協力にいつも感謝しているとの事です。

スマイルボックス

「　明るく楽しいロータリー　」

幹事挨拶
幹事　石井邦夫君

今日の料理

                 　　　　　岡　良森君

卓話

マルチプル・ポール・ハリス・フェロー

米山晴敏君

入会おめでとう

中本豊晃君

生年月日：昭和５３年１月３１日　３８歳

職業分類：司法書士

代表事業所：せせらぎ司法書士事務所

役職：代表

住所：三島市大社町５－２

ＴＥＬ：０５５－９７５－１５１３


