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会長挨拶

司会：山口辰哉君　指揮：勝又佳員君

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。

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

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�      

内田君、小島君、小林君、杉山（順）君、仲原君、中本君、服部君、

矢岸君、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

２２/３８　　 　　　５７．８９%　　　　３２/３８　　 　　８４．２１%

２９/３８　　 　　　７６．３２%　　　　　　　　  　　　　　４０名

(＊出席免除会員の欠席者　大房君、澤田君）

せせらぎ三島ロータリークラブ 検 索

と行事も続きますが今後ともよろしくお願いいたします。

　今日は、大房さんの紹介をさせて頂きます、大房さんは

北中から野球で東海大学付属高校にスカウトされ高校３

年生の時にはキャプテンで甲子園に出場しています。守

備はサード、打順は３～５番のクリーンナップを任されてい

ました。大学でも野球を続けていましたが３年生の時に腰

を痛め現役を続けることが困難になったそうです。その時

の同期に現巨人軍の内田一軍バッティングコーチもいた

そうです。卒業後はユニバーサル証券に入社し日大高校

の野球部の監督として熱血ぶりを発揮し、監督になり１０年、

熱血ぶりを発揮しすぎたため監督人生はジ・エンドとなりま

したが、我がクラブの服部君、杉山君も当時しごかれた野

球少年でした。二人に聞くと指導方針も理にかなった所も多々

あったそうで、数年後日大高校野球部はそのお蔭で甲子

園出場を達成しています。

　ロータリーに入会したきっかけは、せせらぎ三島ロータリ

ークラブの前身で三島南ロータリークラブが発足して７ヵ月

目に現兼子パスト会長に声を掛けて頂き、その当時は一

業種一名でしたので三島ロータリークラブには藍澤証券、

三島西ロータリークラブには第一證券の方が入会しており、

三島南ロータリークラブにはまだ証券マンはいないからと

勧められ入会させていただきました。スポンサーは兼子パ

スト会長・元会員の９代幹事石渡さんでした。当時大房さ

んは見晴学園・佐野学園の障害者ボランティア活動をし

ておりましたが、一人での活動に限界を感じていたところ、

ロータリーの仲間に入れて頂き皆さんにも共感していただ

きましたので、見晴学園ではソフトボールのコーチとして、

また視覚障害者のグランドベースボウルはコーチとして静

岡県代表で国体にも参加させて頂きました。そして全国視

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

松下玲美さん（篠木君のゲスト）

野田和秀君（三島西ＲＣ）

会員誕生日

幹事　米山晴敏君

　　こんにちは。家族会には

金沢で高校の同窓会に出席

していたため欠席して申し訳

ありません、親睦委員長を始

め準備に係わった皆さんお

疲れ様でした。また２６～２７

日にかけて中学の同窓会を

京都で行い、５５年ぶりに再

会した友もいました。

会員誕生日

委員会報告
親睦委員会

クリスマス家族会のお知らせ

日時：平成28年12月16日　18：00～

場所：ブケ東海三島　１Ｆスカーレット

会費：会員　7000円　　ご家族（大人）　3000円　

　　　　お子様（中学生以下）　無料

※12月2日（金）までに別紙に記入の上お申し込みください。

幹事　米山晴敏君

①例会終了後理事役員会を開催します。

②御殿場ＲＣより50周年記念式典出席のお礼が届きました。

③例会場変更について、呉竹と３クラブが基本合意しました。

本日の理事会で承認されましたら会長から皆さんに発表し

ます。

入会おめでとう

大村　典央（のりお）君

生年月日：昭和５０年７月２５日　４１歳

職業分類：弁護士

代表事業所：新東京総合法律事務所

住所：東京都港区赤坂１－７－１９

　　　　キャピタル赤坂ビル４Ｆ

ＴＥＬ：０３－３５８４－２２１１

山口辰哉君：先週休みましたて申し訳ありませんでした。

仲原実生君：早退します。すみません！！

スマイルボックス

　今晩は。会長職も幹事の

米山さんを始め各委員長さ

んそしてせせらぎ三島ロータ

リーアンすべての皆様のお

かげで、５ヶ月が過ぎました。

今日の例会後の理事・役員

会そして次年度理事・役員

の専攻指名委員会、それか

ら次々週のクリスマス家族会

１２月５日　杉山　隆君

会員誕生日

入会記念日

覚障者ゴルフ大会を富士エースゴルフ倶楽部で開催が

出来たことは、ロータリーアンの皆さんの協力があったから

こそ出来たボランティア活動でしたとの事です。

　入会当時は会場が三島プラザホテルでしたがメイキャッ

プが多く、ＳＡに所属されていましたが当時のＳＡ委員長

の方にはご迷惑をおかけいたしました。そして当クラブに

女性会員の入会を勧めたのも大房さんが初めてだったそ

うです。当時はまだロータリークラブの会員は男性と決め

つけていた時代の風潮にこだわっていた人達も少なくなか

ったので、何人かの先輩ロータリーアンにバッシング浴び

たのも、つい先日のように思われます。との事でした、以上

大房さんの紹介でした。　

※紙面の都合で理事会報告は次号に掲載します



ロータリー世界各地から

ＲＯＴＡＲＹ　ＷＯＲＬＤ

委員会報告

中村徹君

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

平成28年12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・石井和郎・兵

藤弘昭・宮澤正昭・米山晴敏

指名委員会　兼子パスト会長・大田パスト会長・山本パ

スト会長・（鈴木パスト会長）

委員会報告者　土屋親睦委員長（代理）

欠席者　小林勝・服部光弥・内田憲一・中村パスト会長

司会者　米山晴敏

1.次年度理事、指名委員会委嘱と選考について

　　クラブ奉仕委員長・副会長　石井司人

　　職業奉仕委員長　　　　　　原兄多

　　社会奉仕委員長　　　　　　杉山隆

　　国際奉仕委員長　　　　　　矢岸貞夫

　　会計　　　　　　　　　　　小島真

　　会場監督　　　　　　　　　田中錦城

　　12月9日発表

2.戦略委員会の体制と始動について

　　戦略委員会メンバー（案）

　　次年度会長・クラブ研修リーダー　山口辰哉

第６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。

　私は、行政書士という職業を営んでおります。行政書士

のキャッチコピーは、「あなたの街の法律家」と言いまして、

若干法律に係る仕事をしております。そこで、本日は何かと

堅苦しいイメージのある法律を、少しでも身近に感じていた

だけるよう、「身近な法律の話」と題して卓話をさせていた

だきます。司法書士、弁護士の方がいる前で、このような話

をするのは気恥ずかしいのですが、ご容赦願います。

　まずは、どなたにも関係のある誕生日や年齢に関する法

律「年齢の計算に関する法律」をご紹介いたします。この法

律は、明治35年に制定された法律です。それまでは、「数

え年」で年齢を計算していましたが、この法律以降「満年齢」

で計算することが定められました。数え年は、東アジアで広

く用いられていましたが、現在では公式には廃止されており

ます。しかしながら、韓国では今でも民間では広く用いられ

ているようです。日本でも本法律施行後も広く用いられてき

ましたが、昭和24年にあらためて満年齢を推奨する法律が

施行されたことで、現在ではお葬式や占い等限られた場面

でしか使用されなくなったようです。では、何故満年齢が推

奨されたのでしょうか？いくつか理由があるのですが、大き

な理由の一つに配給制度があったようです。生まれて間も

ない子どもにキャラメルを配給したり、満年齢では50代なの

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。

ＳＡＡ委員会

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

原　兄多君：二週お休みしました。本日卓話を担当いたします。

お聞き苦しいこともあるかと思いますが、ご容赦願います。

中山和雄君：大変遅くなりましたが、ゴルフ同好会の会長杯が

出来てきました。前回優勝の土屋夫人に預けました。

米山晴敏君：長泉夢花火が成功裡に終了しました。感動しまし

たのでスマイルします。

篠木喜世君：先日、妊娠初期の職員の体調不良の折、中村先

生に急遽診て頂きました。その職員は中村先生に取り上げても

らった人です。次女の旦那さんも中村先生が取り上げて下さり、

結婚式で流そうと思っている生まれた時のビデオに中村先生の

スマイルボックス

「　明るく楽しいロータリー　」

今日の料理

                 　　　　　鈴木真知子君

卓話

マルチプル・ポール・ハリス・フェロー

米山晴敏君

委員会報告

委員長　土屋巧君

10月21日夜間例会は23日の家族例会のため取り止めで

す。21日に新入会員の歓迎会を企画します。あらためて

通知いたします。

23日の秋の家族会はそば打ちを行います。「お知らせ」を

ご覧ください。

親睦活動委員会

１１月６日　田中錦城君

11月10日　岡　良森君

１０月３日　内田憲一君

会員誕生日

原　兄多君

入会記念日

クラブ戦略委員会の創設と始動について

に数えで60代のため配給量を減らされたり・・・と言った問

題があったようです。さて、この法律の一番面白い（？）とこ

ろは、年齢の加算についての定めだと思います。年齢は誕

生日の前日の24時に加算されるという内容です。誕生日の

前日の24時は、誕生日の0時と同じですので、あまり意味が

無いように思えますが、日を単位とする法律の場合、その

日の初めから効力が生じるため、誕生日の前日に年齢が

加算されます。この問題が一番顕著に表れるのが、学校現

場です。1学年が4月2日生まれから翌年4月1日生まれの

生徒であることに違和感を覚えた方もいるかもしれません。

これは、年齢の計算に関する法律で、誕生日の前日に年

を取ると定められているため、4月1日～翌年3月31日で同

年齢になる生徒を同学年とするためのものなのです。

　続いて、本籍地についてご紹介いたします。ご存知の方

も多いと思いますが、本籍地は日本全国どこでも好きなとこ

ろに定めることができます。生活の本拠地である住民票上

の「住所」とは異なります。好きなところを本籍地としている

ため、富士山山頂やディズニーランド、竹島・北方領土・尖

閣諸島等々を本籍地としている方も多くおります。ちなみに、

本籍地にしている日本国民が一番多いのが皇居、2番目

が大阪城、3番目が甲子園のようです。

　皆様に少しでも法律を身近に感じていただけたら、本日

の卓話の意義もあるかと思います。

ご静聴いただき、ありがとうございました。

手が映っています！地域に根差して命を生み出すお仕事をされ

ているって素晴らしい！と感動しましたので、スマイルします。

中村　徹君：今年はロータリ財団100周年になり、「ロータリーの友」

によると、世界各国で行事報告がなされています。先月11月27

日（日曜日）東京駅前JPタワーで、日本ロータリー学友会主催の

ロータリー財団100周年記念シンポジウムがあり、会長幹事さん

のご配慮で行かせていただきました。ありがとうございました。「ロ

ータリーの友」の来月号には、きっと二神編集長による記事がで

るかと思います。RI会長も来日された、「司会者、シンポジスト紹

介」をご紹介します。


