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会長挨拶

司会：田中錦城君　指揮：山口辰哉君

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、大村君、勝又君、加藤君、篠木君、杉山（順）君、

鈴木（政）君、鈴木（真）君、中本君、服部君、原君、兵藤君、

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

２３/３５　　 　　　６５．７１%　　　　２９/３５　　 　　８２．８６%

２２/３６　　 　　　６１．１１%　　　　　　　　  　　　　　３９名

(＊出席免除会員の欠席者　大房君、片野君、渡邊君）

せせらぎ三島ロータリークラブ 検 索

ついては事務局から書面で皆さんに通知いたしますのでよろ

しくお願いいたします。またこのお二方には今日見えて頂いて

おります。どうぞ例会の雰囲気を楽しんでください。

いよいよ今年度も来月のひと月を残すのみとなりました。何か

形をとの事で米山幹事・渡辺パスト会長の提案で子供食堂

について理事会、そして皆様に諮っていますが、早速石井守

人さんがお米を３０キロ提供して下さり、岡良森さんが夏野菜

を子供たちに食べさせたいと、家庭菜園に取り組みトウモロコ

シ・スイカ・トマト・ナス等の作付したそうです。このような事で

各自が出来る事を少しずつ持ち寄ることで大きな力となって

いくのではないでしょうか。

 今日は鈴木真知子さんの紹介をさせて頂きます。鈴木さん

は１９４９年８月２８日、一人娘として静岡で生を享け、幼少の

頃から両親の愛と同時に期待を一身に背負って育てられ、小

学生の頃は父親の仕事の関係で西伊豆に住み、近くの海で

泳ぐのが大好きで、潜ってトコブシやシッタカを採たり、また木

登りも大好きで自然の中でのびのびとした生活を送っていた

そうです。母親は小学校の教員でしたが、その後自宅におい

てもピアノ教室を開き鈴木さんも生徒の一人として習わされ

ていましたが、しかし両親からは音楽で身を立てるのは容易

ではない、これからは女性であっても一生続けられる仕事を

身に着ける事が大事であるとしきりに言われていたそうです。

母方の祖父が旧制韮山中の影響で、韮山高校に進み、進路

指導の先生のご指導もあり東京で薬学部の大学に進学し、

卒業後は逓信病院（ＮＴＴ東日本伊豆病院）にて研修し、三

島市内の薬局でも修業して２５歳の時、函南町で薬局を開業、

その後函南の２つの中学と函南小学校の学校薬剤師を勤め、

その間、小中学校で薬学講座を開いた事が静岡県でも初の

事でしたので話題になったそうです。我がクラブも青少年育

成事業で三島北中の２年生を対象に職場見学を受け入れ、

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

斉藤亮輔さん（山本君のゲスト）

山田哲也さん（　　　〃　　　　　）

会員誕生日

幹事　米山晴敏君

こんにちは。今日例会前に理

事会の臨時会合を行いました

内容は悲しい議題にうれしい議

題の２件でした。１件目の悲しい

議題は渡邊パスト会長と内田

会員から退会届が出ましたの

でその審議でした、２件目のう

れしい議題は渡邊裕介さん、

大橋永二朗さんの入会につい

ての審議でした。２名の入会に

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

４月28日　   遠藤修弘君

入会記念日

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

①10日に三島ＲＣ60周年記念にクラブから12名出席いた

だきました。

②三島西ＲＣより45周年式典臨席のお礼が来ています。

③緑の羽根募金への寄付のお礼が来ています。

④例会終了後理事役員会を開催します。

幹事　米山晴敏君

幹事報告

また我々が教壇に立ち講師を務め、それぞれの仕事の紹介

や体験談などをお話していた年度もありました。

 平成５年調剤薬局として現在の上沢に移転し、近隣病院、

医院の処方箋の対応、プロバーとの対応従業員の増加、病

気の母親の看病と毎日戦争でしたが、平成７年３月母親を

亡くしこの世の終わりのような喪失感を味わい、しかし翌月の

４月には薬局を法人化し、悲しみに浸っている暇もなく「何事

も諦めるな、前向きに生きよ」の母親教えを心に刻み、何と

か頑張り、平成１４年には三島市大場に支店めぐみ薬局を開

設して、従業員の皆さんにも恵まれ今日まで４３年間・現在に

至っていますとの事でした。高校生活では女子が少なかっ

たそうですが今でも仲良くしていてお客さんとして来てくれる

人もいて、地域と共に展開する調剤薬局としてはお客さんと

のコミュ二ケーションや信頼関係作りがもっとも重要な課題と

して取組み、初めて会った方々とも会話の中で笑顔が増え

て行く事に幸せを感じます。との事です。教員であったご主

人も定年を迎え子供好きであったこともあり、梅名で幼稚園

を開設し第２の人生を元気にまっとうしておるそうです。

 当クラブに入会したのは、矢岸パスト会長が女性の入会を

勧めておられ、根津ドクターと二人にスポンサーになってい

ただき、入会させて頂き、その後根津ドクターが亡くなった後

調剤薬局としては大変な時もありましたが例会に来ると兼子

パスト会長や澤田パスト会長それに会員の皆様との会話に

元気づけられ何とか立ちなおる事が出来、これからも患者さ

んの気持ちに寄り添い、皆さんの健康をサポート出来る様な

薬剤師を目指して研鑽していきたいと考えているそうです。

そして「今更ながらですが皆様のように社会的にも高い見識、

知識をお持ちの方々とご一緒出来る事に感謝し、またロータ

リーアン・人として最高の頂点を目指したい、それには奉仕

の心を実践出来る事、心から他人の幸せを自分の幸せとし

て感じる事が出来る人になりたいと思っております。」

との事でした。以上鈴木真知子さんの紹介でした。



ロータリー世界各地から

ＲＯＴＡＲＹ　ＷＯＲＬＤ

委員会報告

中村徹君

平成29年5月12日金曜日　　呉竹

出席者　中山和雄・山口辰哉・鈴木政則・小林勝・石井和郎・

兵藤弘昭・宮澤正昭・米山晴敏

欠席者　服部光弥・内田憲一

司会者　米山晴敏

1.プログラム変更について

　　変更無し

2.理事役員から意見として

　　ロータリー旗及び備品等の設営、片付けはＡ・Ｃ・Ｄ・Ｅ・Ｂ

の順番で行なう

※次回の理事役員会は、新年度理事役員の皆様に参加お

願い、引き継ぎを含めて出来れば

第１１回理事役員会報告

幹事　石井司人君幹事挨拶

ＳＡＡ委員会

出席委員会

入会しての感想

ロータリークラブに入会してから半年以上が経過し、細か

いところはまだまだ理解していませんが、なんとなくの空気

感をぼんやり感じるようにはなりました。

４月の地区協議会の分科会では１４０人ほどの新会員が出

席されていましたがロータリー会員は減少傾向にあること

を考えると、数字上は年々これ以上の方々が何らかの理

由で退会している現実があると思います。事実、自分が

入会してからもとても大切な仲間が一人、最も悲しい形で

会えなくなる事態となりました。今、自分が感じることは現

役のロータリアンとして、またチームせせらぎの一員として

存続していくことの価値。またそれと同時にロータリーをき

ちんとやっていくにはどうしたらいいのか。自分自身が続け

ていけるにはどうしたらいいのか。その要件を自分なりに

考えてみました。（自分なりの十カ条）

一、�例会に出席できる時間をつくれること。

二、�皆とそれなりに仲良くやれること、または可愛がっても

　　　らえること。

三、�自分自身が先ず楽しめること。

四、　やる気を含め、ロータリアンとしての自覚を持ってい

　　　ること。

五、�職業奉仕・社会貢献の精神を持ち合わせていること。

六、�自分がやるべきことを理解できるか、どうか。

七、�行動できること。

八、�会費が払えること。

九、�健康でいられること。

十、�今後、新しい仲間を迎えられるか、どうか。

今の自分が考えられることはこんなことです。

また今後ともご指導ご鞭撻の程、宜しくお願いいたします。

　　　　　　　　　　　　　　　

委員長　米山晴敏君広報委員会

今日の料理

卓話

マルチプル・ポール・ハリス・フェロー

米山晴敏君

委員長　土屋巧君

広報委員会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山口雅弘君

マイロータリーの登録が伸びておりません。

６月中旬までには全員登録お願いします。

※スマイルボックスは次号に掲載します。

委員長　兵藤弘昭君

藤川智徳君

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

岡　良森君：私事で申し訳ございません。6月、7月例会欠

席が多くなります。8月には元気に戻ってきます。人生初の

脳ドックで動脈瘤が発見されました。皆さんにも受診をお

すすめいたします。

田中錦城君：お久しぶりです。スマイルします。

石井和郎君：来週欠席しますので、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

〇タイに行けたこと

　ロータリアンと実感できた

〇つながりができた

　（いろいろな職業の方と・若い経営者と）

〇屋形船に初めて乗れること

Ａテーブル　

今日の料理

「地方創生の取組み報告」と「相続・事業承継」について

会員誕生日 ５月31日　   山口辰哉君

ようこそせせらぎ三島
ロータリークラブへ

大橋永二朗さん（会長のゲスト）

渡辺裕介さん（　　　　〃　　　　）

昨年の９月に入会し８ヶ月が経ちました。

はじめは何もわからず入会し、今でも何もわからずこの先

ロータリアンとしてやっていけるのか不安な毎日ですが、

先輩方がとても素晴らしい方々ばかりで、私に気遣いをし

ていただきフォローもしていただいきとても感謝しておりま

す。

入会後ロータリークラブの活動で１番思い出に残っている

ことはタイ自転車贈呈式に参加したことです。

今まで海外には旅行でしか行ったことがなく自転車を贈

呈するなど考えたこともありませんでした。

実際参加してみましたがこのような体験は誰でもできるわ

けではありませんので、そこでロータリアンになったという

ことを初めて実感できました。

それ以外の活動でも今まで体験したことがないことばかり

でとても良い経験をさせていただいております。

今後少しでも先輩方に近づけるように色々見習わせてい

ただいておりますので今後も宜しくお願い致します。

大庭靖貴君


