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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�      

石井（和）君、石井（司）君、杉山（順）君、田中君、仲原君、

中本君、服部君、原君、山口（雅）君、山本君

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

２６/３６　　 　　　７２．２２%　　　　２９/３６　　 　　８０．５６%

２５/３５　　 　　　７１．４３%　　　　　　　　  　　　　　３９名

(＊出席免除会員の欠席者　太田君、澤田君）

せせらぎ三島ロータリークラブ 検 索

なかなか個人ではこのような機会が少ないと思われますの

で、大勢の皆様の参加をよろしくお願いいたします。

　さて今日は、山口雅弘さんの紹介をさせていただきます。

山口さんは１９６１年６月２７日に愛知県小牧市で生を享け、

４才で沼津市に移り住み、中学ではバレー部、高校では柔

道部に入部、しかし３ヵ月で辞めたそうです。大学は日大

法学部を卒業、大学生の時にファンボードにはまり４２歳の

時まで海に入っていたそうです。就職はファンボードを続け

たい一心で地元の一部上場企業に就職し、一日１３時間、

数か月休みなしの労働にも耐え、３０歳で主任、３２歳で副

支店長、翌年には支店長に昇格し、１４０名の部下を預かり

そのお蔭でマネジメントの難しさも勉強でき非常に良い経

験を得られたとの事でした。

その後、３６歳で三井海上（今の三井住友海上）に転職し、

３年後３９歳で独立し現在に至っています。

　会社の理念は、お客様が安心して、豊かに暮らしていけ

るようお手伝いする（一番大事なことは、お客様の日々の

生活を守る。心を込めた仕事をする）との事でした。今後

の課題は、お客様へのサービスを徹底する事で、その為

にソフトにお客様のデータを細かく入力し社員の誰でもが

すべてのお客様の情報を共有でき、迅速に対応できるよう

にしたい。との事でした。

　ロータリーには大房さんの推薦で２００７年３月１６日に入会

し、入会当初は何故か滑稽に感じ、出席率は最低でしたが、

ＧＳＥの一週間のホームステイの受け入れや、留学生のエ

サさんを自宅に、一晩招いたり、素晴らしい機会を家族と

共に得ることが出来、また国際奉仕委員長の時にはタイ

ようこそせせらぎ三島
ロータリークラブへ

ゴルフ同好会

紀平幸一君（伊豆中央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
クラブ戦略計画委員会

第1回クラブ戦略計画委員会を1月27日、18時30分より「呉

竹」で行います。会長、幹事、委員の皆さんには出席の程

よろしくお願いいたします。

年次総会　会長挨拶　　　　　　　　　　１１－９

　せせらぎ三島ロータリークラブ定款の第６条、第２節(年次

総会)で役員を選挙するための年次総会は、細則の定める

ところに従い、毎年１２月３１日までに開催されなければなら

ない。と定められていますので先週の例会後、指名委員会

を開催し次年度の理事・役員の候補者を選出いたしました

ので後程、指名委員会の委員長、兼子パスト会長から発

表していただきます。今日の年次総会で皆様のご審議、よ

ろしくお願いいたします。

　そして今年度、中本君、大庭君、藤川君、大村君の４名

もの新会員が増え皆様のご協力に心から感謝申し上げます。

また大槌町の教育委員長様から先日の図書券贈呈に対し

てお礼が届き。長泉町で行った東北震災パネル展に対し

ても、災害復興副大臣からお礼の手紙が届き大変評価さ

れています。中村委員長を中心としたＲＩロータリーの規定

の見直しに伴いせせらぎ三島ロータリークラブの定款など

の見直しの戦略委員会の立ち上げも出来、予算について

も理事会の承認が取れ委員の選出も終わり、進みだしまし

た。　　

皆様のご協力で着々と今年度のクラブ運営が進んでいます。

ありがとうございます。

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

　こんにちは。春の日差しが

心地よい季節となってきて、

桜の開花日の発表がされまし

た。東京は３月２２日だそうです。

３月２６日の春の家族会は親

睦委員の方達に企画してい

ただいた、隅田川沿いの桜を

船上からランチを取りながら

眺めるツアーとなっています。

２月４日　 内田憲一君会員誕生日

入会記念日

※紙面の都合で理事会報告は次号に掲載します

①三島市教育委員会教育長より三島地区中学生体験事

業［ゆめワーク三島］の２９年度の受け入れ事業所として

御協力下さいますようにとの要請がありました。三島市から

要請された企業は御協力下さい。

②４月より例会場が呉竹に変更になります。シンコーパー

クとヒロセパーキングの２か所が指定され駐車券が出ます。

それ以外の駐車場は自腹となりますのでご注意ください。

幹事　米山晴敏君

幹事報告

への放置自転車贈呈式に家族も一緒に参加し、そのよう

なきっかけに影響されたのか１６歳になる娘さんがこの４月

から１年間アメリカに留学する事が決まり、最近上手には言

えないがロータリーに入ってよかったと思えるようになったと

の事です。

　また最近昔のファンボード仲間から戻ってこいと頻繁に

お誘いがあり、海の匂いや感覚が蘇って来てこの秋か来

春には復活しようと思い、昨年の１月から1年２ヵ月をかけ

42キロ減量し、これから半年から1年かけて筋トレやスイミ

ングを行い体作りに励み、また地元のボードショップのオ

ーナーからも協賛でイベントの開催の声もかけていただい

ており、今後全国から選手を招き沼津の活性化にも積極

的に取り込んでいきたいと考えているそうです。

　以上山口雅弘さんの紹介でした。ありがとうございました。



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

開催日平成29年3月3日金曜日　　　　ブケ東海三島

（出席義務者）　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・内田憲一・宮澤正昭・米山晴

敏（特別出席者）　戦略委員会中村委員長・親睦委員会土

屋巧委員長

司会者　　米山晴敏　　書記・議事録署名人　宮澤正昭

１・プログラム変更について・・内田委員長

3月第5週小林さんの卓話を3月第2週の仲原さんと入れ替わり

ます。・承認

２・例会場移転の準備について・・SA委員会・・・山口委員長

4月7日より例会場がブケから呉竹に変更します。呉竹を使用

する3クラブとの器具、備品等共通使用及び使用認識の協議

が終了しました。これから会場の設備、備品の準備をＳＡ委員

会にお願いします。（今年度と次年度）3月31日の昼例会終了

後、ＳＡ委員会・親睦委員会を中心にしてブケから呉竹に引

っ越しを行います。一部備品はロータリー事務所に引越ししま

す。引越しの詳細と役割は両委員長と幹事で17日の例会後

に打ち合わせする。例会場移転で有する費用約１５万円は一

般会計から支出する。・・・承認

３・クラブ細則の改正にあたっての検討事項について・・戦略

委員会・・中村委員長

　　１・定款で取り上げている出席規定への例外、会員身　　　

　分に関する例外について

　　２・理事会の理事役員構成メンバーについて

　　３・役員の任務について　４・会合について（例会）　

　　５・入会金について　　　  

　　６・委員会について   

　　７・クラブの将来像と戦略計画についてのまとめ。

上記議題を戦略委員会で検討、協議します。・・承認

４・三島RC60周年出席について・・幹事　　

チャーターメンバー、理事、次年度、次々年度会長、幹事に

出席をお願いする、三島ＲＣから案内がきたら10名に配布しま

す。欠席者が出た場合は補充する。

５・春の家族会について・・土屋親睦委員長

3月26日（日曜日）バス旅行。満開の桜見物とスカイツリーの

見物をしながら隅田川の屋台船で天ぷらを食べましょう。クラ

ブ予算充当費150.000円を承認する

参加費は大人12.000円子供5.000円で来週から募集します。

６・青少年交換委員会承認について・・幹事

ＮＰＯ法人国際ロータリー日本青少年交換委員会が多地区

合同奉仕活動であることを承認するか、しないか、棄権か・・・・

当クラブは承認する。

７・地区協議会について・・・宮澤次年度幹事

4月2日2620地区、地区協議会参加義務者（出席者）1人×

3.000円支出｡･･･承認

第９回理事役員会報告

幹事　石井司人君幹事挨拶

ＳＡＡ委員会

委員長　片野誠一君出席委員会

　私は子供の頃からテレビを見るのが好きで今でも良く見

ます。

　先日ディスカバリーチャンネルで宇宙誕生の秘密をやっ

てました。宇宙には物質と反物質があり、物質には重力と

か引力がそうで、反物質の事はあまり解ってないけどブラ

ックホールが反物質だそうです。この二つ同時に出現した

そうです。人間にも同じように問題が発生すると同時に答

えが用意されてるそうです。その答えは何処にあるかと言

うと、本人が一番見たくない何処、向きたくない何処にあ

るそうです。そっちを見たくないだけで、そっちを見れば答

えはあるんです。

　問題及び悩みのある方は一度見たくない何処、向きたく

ない何処をのぞいてみて下さい。必ず解決策はあるそう

です。

委員長　米山晴敏君広報委員会

「　明るく楽しいロータリー　」

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

地区協議会について

出席者の方は宜しくお願いします。

４月２日（日）　７：４５　三島駅南口バス出発

山口辰哉　宮澤正昭　兵藤弘昭　原　兄多　遠藤修弘

矢岸貞夫　石井司人　大庭靖貴　中本豊晃　藤川智徳

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

入会記念日

クラブ戦略委員会の創設と始動について

※スマイルボックスは次号に掲載します。

国際奉仕委員会

委員長　兵藤弘昭君

小林　勝君

２月27日　 小林　勝君

１月５日　　山本良一君

会員誕生日

入会記念日

マイロータリーについて

藤川智徳君：明日で東日本大震災発生から6年になります。

被災者の方々のことを思うととても胸が痛みます。自分の

できることでこれからも応援していきます。

小林　勝君：本日卓話です。よろしくお願いします。

兵藤弘昭君：卓話ビデオで拝見します。

石井邦夫君：小林さんの卓話聞けずに残念です。スマイ

ルします。

スマイルボックス

次年度会長　山口辰哉君


