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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�      
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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、内田君、遠藤君、勝又君、篠木君、杉山（順）君、

鈴木（真）君、中本君、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

２２/３６　　 　　　６１．１１%　　　　３０/３６　　 　　８３．３３%

２９/３８　　 　　　７６．３２%　　　　　　　　  　　　　　３９名

(＊出席免除会員の欠席者　澤田君）

せせらぎ三島ロータリークラブ 検 索

クラブに入会し皆さんとの出会いそして皆さんの紹介をさ

せて頂きより一層それぞれの方を知ることが出来たのでは

ないでしょうか。このような出会いによりお互いが感謝しあり

がとうと言える仲間になれば幸せです。

　今日は私の紹介をさせて頂きます。私は１９４６年８月６日

大分県日田市で４人兄弟の次男で末っ子として生を享け、

自宅から１５０ｍの日田市立南小野小学校に通いこの小学

校は明治２０年２月に南小野簡易小学校として開設され初

代の校長は私の父親の父親つまり私の祖父だったと昭和６

３年の小学校開設１００周年の記念誌に記載されていました。

父親は村役場に勤務し、母親は和裁が好きで近所の娘た

ちに和裁を教え知り合いから頼まれた着物を縫っていまし

た。私が４歳の時から父親は病魔に悩まされ検査したが当

初原因がわからず父親の兄が町医者をやっていましてそ

の叔父が喉頭がんと診断しすぐに久留米医大で手術を受

け退院後、叔父の医院で療養していましたが、その甲斐も

無く私が６歳の時に帰らぬ人になってしまいました。母親は

１１年前に自宅で、前夜に歌を唄っており兄にもう遅いから

寝なさいと言われ次の日に毎朝９時過ぎには起きてくるの

が９時半になっても起きて来ないので兄がお越しに行った

ところまだ体温は少しあったそうですがそのまま息が絶え、

９３歳で帰らない人になってしまいました。葬儀には当時、

親睦委員長の米山さんと新会員で親睦委員の岡さんが

参列していただきました。ありがとうございました。小学生の

頃、夏は近くの川で、フルチンで泳ぎ、冬場は２０～３０セン

チ積もった雪の上で、竹ゾリ等で遊び、私が中学生になっ

た年１９５９年４月１０日に正田美智子様が皇太子とご成婚、

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

中村方俊さん（中村君のゲスト）

あわやのぶこさん（篠木君のゲスト）

会員誕生日

幹事　米山晴敏君

　こんにちは。次週はガバナー

補佐訪問、次々週はクラブ協議

会、そして最後に今年度のサヨ

ナラ例会とあと３回の例会を残

すのみとなりました。今まで皆さ

んの紹介を会長挨拶とさせて頂

いてきましたが、ご協力ありがと

うございました。今年度、私のテ

ーマとして「出会いに感謝＆あり

がとう」と掲げさせて頂き、この

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

６月４日　   矢岸貞夫君

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次週16日はガバナー補佐訪問です。

　23日はクラブ協議会、各委員長の方は委員会報告を２

　～３分でお願いします。

　30日はサヨナラ例会です。

②スマイルが目標に達していない方、あと3回の例会でお

　願いします。

幹事　米山晴敏君

幹事報告

テニスが大流行し私もテニス部に入部、テニスは高校１

年生まで続け高校２年生になる時に１９６６年の国体が大分県

で開催される事になっており日田市がボートとバトミントンの会

場になる為、地元にボート部がなければとの事で市内に４つ

ある高校の内、日田高校と日田林工高校の二校に新設され

早速目立ちたがりやで・珍しモノ好きな私もボート部に入部、

市内の真ん中に幅１００ｍの川がありそこで毎日練習し川岸

には温泉旅館が立ち並び夏場の夕方には屋形船が浮かび

鵜飼なども行われます。成績はそこそこだったと思いますが

進学の考えは皆無でした。しかし次男でしたので家を出な

ければならなく、日本の商社でニューギニアの立木を買い

日本に運ぶ仕事の現地作業員を募集していたので家族の

反対を押し切り入社の採用内定の通知を受け取っていまし

たが、１９６５年４月からの国内研修をも待たずニューギニア

で内戦が始まりいつ現地に入れるか見通しもつかないとの

理由で白紙となり、静岡県吉原市の春日製紙に勤務する事

になりました。職場は品質管理室で先輩の一人が毎年資格

を取っていたので私もボイラー・危険物・安全衛生管理士等

取得していましたが先輩が２級建築士の資格を取得し、私も

チャレンジしようとした所受験資格がなくそれに代わるものと

して土地家屋調査士の資格が目に入り製図や測量は高校

の授業でもあり、嫌いではなかったので、しかし独学では到

底取得には程遠いと感じ、実家の兄に２年間専門学校に通

わせてもらいたいと申し入れした所、兄嫁がすぐに了解してく

れ、新宿の高田馬場にある早稲田法科専門学校に入学し

一年目に宅地建物取引主任士・２年目に測量士補・土地家

屋調査士の資格を取得し１９７５年４月、２９歳の時に三島で

開業、今日に至ります。

　せせらぎ三島ロータリークラブに入会したきっかけはそろそ

ろ５０歳になるから何か変革をと考えている時に事務所の近

くにあった釜風呂で当時会員の、鈴木洋二さんに「中ちゃん

ロータリーに入らないか」と誘われ次の日に当時の会員増強

委員長の中村パスト会長と一緒に私の事務所に来ていただ

き早２０年と言う月日が経ちました。入会数か月後、澤田パ

スト会長の還暦のお祝いを松韻で行われた帰りに渡邊パス

ト会長に麻雀に誘っていただき、それから懐快クラブ（麻雀

同好会）の月一度の大会、ゴルフ同好会、等で土地家屋調

査士中山和雄を知っていただき職業人としての奉仕をさせ

て頂いております。



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6月2日金曜日　　呉竹

出席者　中山和雄・山口辰哉・鈴木政則・小林勝・服部光弥・

　　　　　　兵藤弘昭・宮澤正昭・米山晴敏

欠席者　石井和郎・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.例会場準備と備品整理について

　　整理箱を用意する（山本パスト会長提供）

　　ＳＡＡがせせらぎ三島と分かる様名前を書いておく

3.新入会員可否について

　　次年度幹事がロータリーとはを教える

4.さよなら例会について

　　さよなら例会及び送別会を含めて行う

　　総予算：279,720円（税込）

　　予算内訳　通常会費充当分　約70,000円

　　親睦会予算：　　　　　　　　　　　130,000円

　　予備費充当：　　　　　　　　　　　 80,000円　　　　　承認

第１２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

※次年度から30周年イヤーに向けて企画の相談を我がロ

ータリーメンバーにお願い申し上げます。

◎当日の主なご意見を集約してみましたのでよろしくお願

いいたします。

A.「予算」

10周年20周年を参考に現在の周年事業用に積立はある

のか？

①有る→・積立はあるようです。事務局に伺い具体的な

金額を確かめる

・足りない場合はスマイルを早めにメンバーにお願いする

・過去の事業で記念誌があるがCDで対応すると予算が変

わる

B.「記念式典」

①せせらぎは若いメンバーが多いので若さを前面に出し

た企画はどうか？

②招待客はR.Cメンバー（外）を含んで40-50人程度が良

いのでは？

③早めに準備委員会を設立する

C.「懇親会」

アトラクションの内容

①北中のハンドベル

②日大フラガール

③農兵節

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

石井司人君

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

山口辰哉君：だんだんあせってきました。落ち着かない日々

を送っています。

石井司人君：本日は卓話です。皆様のアイデアをお聞き

したくよろしくお願い致します。

山本良一君：本日、整理箱を用意しました。活用してくだ

さい。

原　兄多君：スマイル、ラストスパートの時期になりました。

皆さん、よろしくお願いします。

加藤正幸君：2週連続休ませてもらいました。東京と九州

福岡出張でした。夜の中州のお姉さんは人情味があって

良かったです。

仲原実圭君：早退します。

兵藤弘昭君：早退します。

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　

「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 ６月４日　   矢岸貞夫君

３０周年記念式典に向けたアンケート

①次週16日はガバナー補佐訪問です。

　23日はクラブ協議会、各委員長の方は委員会報告を２

　～３分でお願いします。

　30日はサヨナラ例会です。

②スマイルが目標に達していない方、あと3回の例会でお

　願いします。

幹事　米山晴敏君

幹事報告

石井（和）君、内田君、遠藤君、勝又君、篠木君、杉山（順）君、

鈴木（真）君、中本君、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

２２/３６　　 　　　６１．１１%　　　　３０/３６　　 　　８３．３３%

２９/３８　　 　　　７６．３２%　　　　　　　　  　　　　　３９名

(＊出席免除会員の欠席者　澤田君）


