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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�      

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

思います。私も去年の６月１４日に入院し１７日に胸を開き

心臓の動脈弁の形成手術を受けその月の２５日には退院

し２７日から仕事に復帰、３月後にはゴルフも復帰できました。

　岡さんも発見が早かったので脳血管の破裂を免れ、私も

早く手術をしたので弁を取り換えなくて済み、とにかく皆さ

んも早く異常を発見し早く処置をすれば、今の医学からす

れば完治も早く健康で楽しい人生を送れるのではないでし

ょうか。私ももう一つ持病を持っていまして、痰に１５年ぐらい

前から悩まされ夜も睡眠を十分に取れなくいろいろな病

院で検査してもらいましたがいまだにこれと言った原因が

わからず来月の１２日から一週間金沢の上尾病院で検査

入院をしてきます。この病院は前にテレビ番組の家庭の医

学で私と同じような症状を取り上げたものを、友達や事務

員が見ていて一度検査してくればと勧められた病院です。

原因がはっきりし早くスッキリした呼吸をしたいものです。

　今日の会長挨拶は体の異常を早く見つけ、早く治療を

受け健康な体で、人生を歩きましょうでした。ありがとうござ

いました。

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

亥角裕巳君（第2分区ガバナー補佐）

平出利之君（ガバナー補佐事務局）

会員誕生日

幹事　米山晴敏君

今晩は、今日は亥角ガバナー

補佐の公式訪問です、ここまで

来ると私もそうですが亥角ガバ

ナー補佐も長いようで短かった１

年だったと思っている事と思いま

す。後程第２分区の今年度の動

き等につき、お話があります。

　岡さんは昨日入院して今日、

もう手術も無事に終わっていると

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

内田君、遠藤君、勝又君、小林君、篠木君、杉山（順）君、

鈴木（政）君、中本君、服部君、矢岸君、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%　　　　３２/３６　　 　　８８．８９%

２２/３４　　 　　　６４．７１%　　　　　　　　  　　　　　３９名

(＊出席免除会員の欠席者　大房君、片野君、澤田君、渡邊君）

会員誕生日 ６月21日　   山田定男君

６月２２日　　太田政人君

６月２２日　　中村　徹君



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

6月12日にロータリー国際大会で講演したビル・ゲイツ氏

は、ポリオのない世界に向けた大きな進歩と今後の課

題を強調しました。

米国ジョージア州アトランタのジョージア・ワールド・コン

グレスセンターにて、ゲイツ氏は、LEDブレスレットを着

用した22,000人以上の観衆に向け、ポリオ症例をゼロに

するための努力を続けなければならないと訴えました。

ビル＆メリンダ・ゲイツ財団の共同会長であるゲイツ氏は、

世界ポリオ撲滅推進活動（GPEI）を「世界でこれまでに

行われた最も野心的な公衆衛生の取り組み」とし、これ

までの歴史的マイルストーンを振り返りました。各地域の

ポリオフリー宣言を含め、マイルストーンごとに、会場の

各セクションでLEDブレスレットが点灯。ブレスレットを着

用した出席者もプレゼンテーションの一部となりました。

全世界でこの麻痺疾患を撲滅するため、革新的かつ先

見的な役割を果たしてきたロータリーに感謝する、とゲ

イツ氏。「ロータリーは、揺るぎない目標意識そして全身

全霊で力を注げば何でもやり遂げられるという信念でポリ

オ撲滅の基盤を築いてきました」

GPEIの取り組みが始まって以来、ポリオ症例は年に約

35万件から99.9％減と驚異的に減少。いまだ野生型ポリ

オウイルスが常在するのは、アフガニスタン、ナイジェリ

ア、パキスタンの3カ国のみです。これまでの撲滅活動

がなければポリオを患ったであろう1600万人以上が、今

日、麻痺の影響を受けずに歩くことができると指摘。「こ

れほどの活動努力は驚異的」とゲイツ氏は付け加えまし

た。

ゲイツ氏は続けます。「ポリオ撲滅は私が最も多くの時間

を費やしていることであり、毎日、新しい発症例があるか

どうかをメールでチェックしています。私は、この大きな

活動の一部であることを誇りに、そして光栄に思います」

ポリオ撲滅を過去10年間の最優先課題としてきたと話

すゲイツ氏は、現在もポリオが発症している紛争地域に

おいて未だに課題が残っていることを認識しています。「最

も困難なことの一つは、一人残らずすべての子どもたち

にポリオワクチンを届けること。しかし、紛争地域ではあ

らゆる関係者と信頼を築くことが難しく、予防接種が容易

には進みません」しかし、依然として紛争問題を抱える

アフガニスタンにはほとんどウイルスがないことを指摘。

「ポリオを撲滅する唯一の方法は、政治的、宗教的、社

会的な分裂を超えて協力すること。ポリオ撲滅活動の支

援者がその説得を続けてきたからこそ、今、成果が表れ

ています」発症数がかつてないほど少ない一方で、ウイ

ルスのサーベイランス（監視）と検出が困難になっていま

す。「ウイルスを完全に食い止めるには、どこに隠れてい

るのかを知る必要がある」とゲイツ氏。「新しいアイデア

を生み出し、教訓を学び、新しい状況に適応していって

こそ、ポリオをゼロにできると確信しています」全世界で

146の研究所のネットワークが、毎年、約20万件のポリオ

ウイルス検便検査を行っており、その99.9％が陰性です。

陽性結果はほんの一部ですが、保健当局が予防接種

活動に集中してウイルスの感染を防ぐのに役立っていま

す。さらに、ポリオが今だ発症している国では、ウイルス

が下水中で短時間生き残ることができるため、125の環

境検出サイトを検査しています。
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
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

兼子悦三君：中山年度一年間ご苦労様でした。今年は会

場変更等で大変でしたが、立派にクラブ運営をして下さり

ありがとうございました。

小島　真君：毎日幸せです！感謝！！

中山和雄君：今日を含めあと三回の例会となりました。一

年間ありがとうございました。会長職が終わった後、役職と

しては静岡県土地家屋調査士会三島支部の理事（総務

部長）だけで少しのんびりしようと思っていた矢先でしたが、

先日の静岡県公共嘱託登記土地家屋調査士協会の東

部ブロック協議会で本会の監事の推薦を受け９月の本会

総会で指名を受ければ２０２１年までの４年間本会の監事

職につくことになります。まだまだ人の為、会の為に尽くせと

いう機会を与えて頂く事に感謝したいと思います。ありがと

うございました。

石井司人君：今年も無事に田植えが終わりました。後は今

年も豊作を祈るだけです。

藤川智徳君：本日は岡さんの手術の日です。ご無事をお

祈り致します。Ｐ．Ｓ．禁煙７日目です。

石井邦夫君：会長、幹事様、あと２回ですね。がんばって

下さい。

石井和郎君：休みが続きました。スマイルします。

土屋　巧君：同級生の岡ちゃんが本日手術を受けている

はずです。問題無いとは思いますがちょっと心配ではありま

す。無事帰還することをお祈り申し上げます。たぶん帰っ

てきたらまたうるさいと思いますが・・・。

原　兄多君：来週お休みします。すいません。

山田定男君：今日は海に出掛けます。

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

ポリオ撲滅活動に触発されたイノベーションは、

ほかの世界的な健康キャンペーンに幅広い利

益をもたらすことができる、とゲイツ氏。地域調査、

病気の監視、医療従事者の役割拡大などの技

術は、保健当局がエボラのようなほかの感染

症を検出して緊急対応するのにも役立ちます。

「それこそ、ロータリーの30年にわたる闘いで大

きく期待が持てることです。皆さんは、史上最

悪の疾病の一つを撲滅するだけではありません。

最貧国が市民により良い健康とより良い未来を

提供するのも支援しているのです
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