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石井（和）君、内田君、遠藤君、小島君、篠木君、杉山（隆）君、

田中君、土屋君、中本君、服部君、原君、山口（雅）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

２０/３６　　 　　　５５．５６%　　　　３２/３６　　 　　８８．８９%

２４/３６　　 　　　６６．６７%　　　　　　　　  　　　　　３９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

が６０歳を切っているのは我がクラブだけと思います、クラ

ブが若返ればいいと言うのではなく、長老もいて若い人も

沢山入会していただく事によりクラブに活力が生まれ楽しく

ロータリー活動が出来るものと考えます。

　それでは今日は、石井司人さんの紹介をさせて頂きます。

石井さんは１９５１年２月２３日に函南町仁田に農家の長男（４

代目）として生まれ、大学では臨床検査技師国家資格の

取得の為勉学に励み、勿論息抜きの為マージャン・パチ

ンコ・それに演劇にも興味を持ち一時は俳優の素質もある

のではと錯覚した事もあったそうですが、卒業時には無事

国家資格も取得し、１９７３年に沼津市立病院中央検査科

に勤務し、４年後（２６歳）には、東部メデカルセンター株式

会社を立ち上げその１０年後にはＴＭＣ健康管理センター

を立ち上げ、今年４０周年・３０周年をそれぞれ迎え現在は

「医・農・食・楽」の４つのコンテンツをテーマに掲げた分野

に進出し５０アールの水田で稲作、１.３ヘクタールの畑で１０

０種類にも及ぶ野菜を生産し、息子亨君の営業力で首都

園の飲食店を中心に販売をしているそうです。

　社会奉仕団体への参加は３０歳の時に三島青年会議所

に入会し在籍１０年の間に「三島ほたる祭り」「箱根の石畳

の復活事業」を手掛け、また３６歳の時には６歳になる娘さ

んが見ていた伊豆に伝わる民話の中に猫踊りと言う物語

をヒントに「かんなみ猫おどり」を立ち上げ、今では地元の

文化の一つとして定着し来年には３０周年を迎えます。

　「当クラブには４６歳の時、三島マタニティクリニックの中

村先生より入会のお誘いを受け入会させていただきました。

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

藤川智徳さん（中山・岡君のゲスト）

野田和秀君（三島西ＲＣ）

会員誕生日

入会記念日

幹事　米山晴敏君

１．

　こんにちは。今日藤川さ

んの入会式を後程行いま

すがここで入会していただ

いた中本さんが３８歳、大

庭さんが４２歳、そして藤川

さんが４４歳です。これまで

の当クラブの平均年齢は６１.5

歳でしたがここで５９.９歳に

なり２６２０地区で平均年齢

１０月５日　鈴木政則君入会記念日

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。

来年の３月で入会後２０年になりますが４年前の２４代太田

会長の元では幹事を務めさせていただき、これまで多くの

方々との出会い、交流そして数々の事業に携わらせて頂

き、心より感謝しております。」

との事でした、以上石井司人さんの紹介でした。



ロータリー世界各地から

ＲＯＴＡＲＹ　ＷＯＲＬＤ

委員会報告
スリランカの貧しい子供達への文房具の寄付プロジェクト 

国際奉仕委員会　矢岸貞夫君

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

　と認めたからこそ、少なくとも格下げで無いと認めたから

　こそ、公の場で攻撃を繰り返しているということです。�         

☆そしていよいよメジャー3000本安打、本拠地マイアミで

　は達成です。�         

　8月7日、コロラドロッキーズ戦で7回第4打席でライトフェ

　ンス直撃の3塁打を放ち、、史上30人目の3000本安打　

　を達成。ＭＬＢ16シーズン目の達成はピートローズと並

　　び史上最速大記録�      

　また、この同シーズンで3000本安打と500盗塁を同時に

　達成したのは史上初である。�         

☆体の大きくないイチローがなぜ、大リーグで長く、活躍し、

　プレー出来るのか？�         

●体を丈夫にする事�         

 それは体を強くする。大きくする。力を強くする事ではな　

　い。自分は、体をやわらかくする事。常にグランドに1番　

　に来て、ランニングをし、ストレッチする。�        

●選球眼という言葉があるが、自分は選球眼である�         

 眼で球を見極めるのではなく、体で反応する。彼のヒット

　の中にはかなりのボール球やワンバウンドすれすれの球

　を打ち返すのは、体が自然に反応しているからだと思う。

●そして相手ピッチャの得意球をたたく、(カウントを追い

　込まれても、相手の得意球が来るまで待っている）�         

　そして其の球を打ち込む事により、相手は自分に対して

　苦手意識を持つ。その後は自分のペースに打ち込む事

　が出来る。�         

●イチローは打率より安打数に拘っている。打率は打てな

　ければ下がるが、安打数は減らない。�         

          

＜イチローの名言・格言＞�        

①壁というのは、出来るひとにしかやってこない。超えられ

　る可能性がある人にしかやって来ない。 だから、壁のあ

　るときはチャンスだと思う。�     

②キャンプでいろいろ試すことは無駄ではありません。�        

　無駄なことを考えて、無駄なことをしないと伸びません。�        

③メジャーリーガーが凄いところは、一度｢あ、凄い選手だ！｣

　と認めたら2500本もヒットを打っている選手でも聞きに来

　ます。そこが偉大な点です。�        

④成績が出ているから、今の自分でいいんだという評価　

　を自分でしてしまったら、今の自分は無い。�        

⑤自分のしたことに人は評価を下す。それは事由ですけ

　れどもそれによって、自分が惑わされたくないのです。�        

⑥夢を掴むというのは、一気に出来ません。小さな事を積

　み重ねる事でいつの日か信じられないような力を出せる

　ように成っています。�        

⑦しっかりと準備もしてないのに目標を語る資格は無い。�        

 

        

☆最後にこれは私の希望ですが、イチローがもう一度シ

アトルマリナーズに戻り、セーフコフィールドでプレーし、あ

と7年　50歳までに年間100本の安打を打ち、日米通産

5000本安打を観てみたいです。� 

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。

＜イチロー選手の記録への挑戦＞�         

●小学校時代から少年野球チームでエースで4番�         

　中学でも野球成績優秀、高校は愛工大名電、甲子園2

　度出場�         

　初戦敗退投手だったが、交通事故で野手に、高校時代

　3年間の通産打率は0.501厘�         

●1991年オリックス入団、3年間は1軍での出上機会が少

　なかった�         

　1994年　新しく就任した柳監督に1軍に呼ばれ、1番打　

　者として2000年までプレーする。�         

●日本球界では9年間で1278安打、通産打率0.328          

　移籍前の最後の年は最高打率0.387を達成する。�         

●そして2001年大リーグのシアトルマリナーズへの移籍�         

　ＭＶＰと新人賞を受賞、この年マリナーズは地区優勝�         

●その後も毎年200本以上の安打を打ち、打率も3割以　

　上の成績を残す。�         

●2004年、4年目、262安打、打率0.372で首位打者獲得�     

　名実共にマリナーズの顔である。�   

●節目の2000本安打は2009年9月6日、1402試合目で

　ＭＬＢ史上259人目�         

　1402試合目の達成は史上2番目のスピードである。�         

●そして2500本安打は、2012年6月19日　1390試合目�         

●この年シーズン途中、12年間在籍していたマリナーズ

　からニューヨークヤンキーズへ移籍が発表された。�         

●マリナーズでの12年間の成績、通産安打2428本、10年

　連続200本安打、平均打率0.326、本塁打95本�         

　打点665打点、盗塁423個、素晴らしい成績ですが、マリ

　ナーズのフロントと何かあったでしょうか？�         

●ヤンキーズへの移籍後の成績は　　2012年　0.283　　　

　2013年0.262　　2014年0.276　の3年間平均打率�         

●そして2015年、大リーグ3球団のマイアミマーリンズへの

　移籍�         

　この年は振るわず、安打91本、打率0.229　但し、　最終

　戦で投手として登板し、1回を投げ、被安打2、　1失点、

　最速143ＫＭを　投げている。�         

 ＜今年2016年は記録の年＞�        

☆2016年6月15日ピートローズの4256本の世界記録を日

　米通産で超えた。�         

☆其の時、ピートローズは何と言ったか？日米通産は認　

　めない。あくまでもメジャーの安打が全て。�         

　自分が真の安打王！だと公の場で度々公言した。�         

　この反応を見たイチローは｢正直ちょっと嬉しかった。｣と

　言ったことがニューヨークタイムスに書いてあった。�         

　記者の質問に彼が僕を認めてくれた感じがしたから・・・・。

☆その理由はイチロー自身も経験がある。誰かを格下げ

　だと思っている時は、その人を褒めたり好意的なことを　

　言う。だけど自分と同レベルだったり、同格か、格上げだ

          

          

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

矢岸貞夫君：先週委員会報告でお伝えしていました「スリ

ランカの貧しい子供たちへの文房具の寄付」の件につい

て一人1000円の寄付金をお願いいたします。又、文房具 

の提供できる方は次週より集めます。集められました品物

等は10月28日の米山記念館での例会内で贈呈いたしま

すのでよろしくお願いします。

澤田　稔君：何年振りかの卓話で内容があるかどうかわか

りませんが、楽しい卓話にしたいと思います。多少自慢話

になると思いますが。

山口辰哉君：19日の当クラブゴルフコンペで３位になりまし

た。ゴルフ同好会規定によるスマイルをします。次回も３位

でフィニッシュできるように手を抜きながらプレイしたいと思

います。

兼子悦三君：澤田さんが久し振りの卓話だそうですので何

を話すやら心配と期待です。

仲原実圭君：9月19日のゴルフ同好会コンペに参加いただ

いた皆様、お疲れ様でした。次回は12月18日日曜日に開

催いたします。参加お待ちしています。

服部光弥君：脱腸の手術痛かった～。さて、2012年中学2

年生の手元に届くはずの3年後の自分への手紙が高校3

年生の今年、届けることができました。“7年後の自分への

手紙”お子様、そして親御様も大変喜んでました。やっぱり

処分できませんね。

石井邦夫君：澤田様の卓話聞けなくて残念です。失礼し

ます。

小林　勝君：最近欠席が多くてすみません。今後は頑張っ

て出席します。

山田定男君：本日の卓話をすごーくたのしみにしていたの

ですが、突発で予定が入ってしまいました。澤田さんすみ

ません。早退いたします。

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

                 　　　　　渡邊　照芳君

卓話

マルチプル・ポール・ハリス・フェロー

米山晴敏君

今年一番感動した出来事

 “　イチローの涙　”�  



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

前年度開催理事役員会報告

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

◎ 結 び に 、 せ せ ら ぎ 三 島

ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞの益々のご発展と皆様

方の御活躍を心よりご祈念申し上げま

す。

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

今日の料理

今日の料理

第1回理事役
員会報告
 
平成28年7
月1日金曜日
　　ブケ東海
三島
 
出席者　中山
和雄・山口辰

矢岸貞夫君：秋の交通安全運動も本日までです。終わっ

ても交通ルールを守って注意しましょう。スリランカの貧し

い子供たちへの文房具寄付に、本日より一人1000円の

寄付金よろしくお願いいたします。

山口辰哉君：今週は次期会場さがしで中山会長と出か

けています。そのたびに会長が昼食をごちそうしてくれま

した。スマイルします。

石井邦夫君：本日渡邊様の卓話ですが、9月末決算です

ので卓話を聞くことが出来ず残念です。スマイルします。

仲原実圭君：早退します。すみません！！

スマイルボックス

入会おめでとう

藤川智徳君

生年月日：昭和４７年２月１日　４４歳

職業分類：建築請負業

代表事業所：ＭＤ住まい工房（株）

役職：代表取締役

住所：長泉本宿２２１－２

ＴＥＬ：０５５－９８７－９２００

 　今、ポリオ撲滅活動はどんな状況にあるの？

　　撲滅するために、何をすればいいの？

　　どうして、そんなにお金が必要なの？

ポリオ撲滅活動は知っているけれど、じっくりと情報を調

べてみたことはない…。そのような方はぜひ、10月24日「世

界ポリオデー」を機に、ポリオ撲滅への認識を高めましょう。

この日（日本は25日）、ロータリーを含む世界ポリオ撲滅

推進活動（GPEI）の主要パートナーが、米国アトランタ

の米国疾病対策センター（CDC）に集まり、特別ゲストと

共にポリオ撲滅活動の現状を伝えるイベントを実施します。

今年の現時点までに確認された野生型ポリオウイルスに

よる発症数は、昨年同時点までの発症数より低くなって

います。しかし、先日ナイジェリアで野生型ウイルスによ

る新たな発症が確認されたことに伴い、同国が2016年9

月に再びポリオ常在国リストに加えられ、予断を許さない

状況が続いています。

しかしながら、ナイジェリア北部で今回の発症が確認さ

れたことは、紛争の影響下にある地域でもサーベイラン

ス（監視活動）が行き届いていることを証明しています。

目下の課題は、ほかの地域へのウイルス流入を抑止し

つつ、世界全体でのポリオ撲滅が成し遂げられるよう、高

リスク地域での予防接種にさらに力を入れていくことです。

今年は、これまでにない規模とペースで予防接種活動

が展開されているほか、155の国・地域で、3価経口ワク

チンから2価経口ワクチンへの移行が進んでいます。2価

ワクチンは、現在も発症が続いている2種類のポリオウイ

ルスに対して効果があり、ワクチン由来の感染が起きる

可能性を低減することができます。
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