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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

ますと挨拶をさせて頂きました。しかし年度が始まるとＲＩの

規定審議会での定款の変更により我がクラブも戦略委員

会の立ち上げ定款等の見直し、そして例会場（ブケ東海さ

ん）の閉鎖による例会場の変更等の問題が発生しましたが

これらも中村戦略委員長さんと委員の皆さんにより定款等

の見直し原案もまとまり、例会場も米山幹事さんの、三島ク

ラブと三島西クラブとの話し合い、そして皆さんに諮り、無

事割烹呉竹さんで決まりました。ありがとうございました。

　ただ仲間の杉山隆さんの不慮の事故死、勝又佳員さん

の勤務先の閉鎖により静岡に転勤、そして渡邊パスト会長

と内田さんの退会と寂しくなりますが、中本さん、大庭さん、

藤川さん、大村さん、そして今日渡邊祐介さんの若い５名

の新入会員が増えました。楽しみです。

　今年度の３項目の事業目標も各委員長さんと委員の皆

さんそして会員の皆さんのご協力ですべて無事に終わりあ

りがとうございました。後程各委員長さんから報告があります。

　今年度の私のテーマとして出会いに感謝＆ありがとうと

掲げさせていただき会長挨拶に皆さんから原稿を頂きご

紹介をさせて頂きましたが、忙しい中ご協力ありがとうござ

いました。お互いが今まで以上に仲間意識が強まれば幸

いです。最後に米山幹事さん各委員長さんそして会員の

皆さんには一年間多大なるご支援をありがとうございました。

お蔭をもちまして今年度の事業すべて無事に終わることが

出来ました。これも米山幹事さんのあらゆる面でのご拝領

のお蔭と感謝いたします。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

渡辺裕介さん（会長のゲスト）

会員誕生日

幹事　米山晴敏君

　こんにちは。今日はクラブ協議

会です。一年を振り返り各委員

長さんには後程報告をお願いい

たします。

　今年度は、前年度山本ガバナ

ー補佐の元、ＩＭ実行クラブで

あり、次々年度は我がクラブの３

０周年記念行事を控えているの

で、のんびり年度とさせて頂き

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

石井（和）君、小島君、小林君、篠木君、杉山（順）君、

鈴木（政）君、鈴木（真）君、土屋君、中本君、原君、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

２９/３８　　 　　　７６．３２%　　　　３３/３８　　 　　８６．８４%

２５/３６　　 　　　６９．４４%　　　　　　　　  　　　　　３９名

(＊出席免除会員の欠席者　大房君、片野君、澤田君）

会員誕生日 ６月２７日　   山口雅弘君



ロータリー世界各地から

ＲＯＴＡＲＹ　ＷＯＲＬＤ

委員会事業報告

委員長　山口辰哉君ＳＡＡ委員会

例会場の変更、勝又副委員長の今年度での退会、いろ

いろありました。環境の変化はありましたが、親睦活動委

員会の土屋委員長をはじめとした皆さんに助けられて一

年をほぼ無事に終了することができました。感謝します。3

年を一サイクルとする会場監督委員会ですが、次年度は

委員の田中錦城君が委員長となります。異例の形となりま

すが盛り上げてやってください。

出席委員会

小林　勝君：中山会長・米山幹事、今年度よろしくお願い

します。まだ応援スマイルしていない人、スマイルしましょう！

山本良一君：いよいよ中山年度がスタートしました。中山

会長さんには充分体調に留意され、ご活躍願います。

大房正治君：中山会長・米山幹事、1年間宜しくお願い致

します。

仲原実圭君：早退します。すみません。

スマイルボックス

委員長　石井和郎君職業奉仕委員会

　1年間表立った活動は出来ませんでしたが、事有る事

に職業奉仕とは何かと自問自答してまいりました。しかし

答えはまだ分りません。日本の職業奉仕の考えは世界か

ら取り残されているという方もいらっしゃいますが、（否定

はされていませんが）私は日本の捉え方の方が心に入っ

て来ます。漱石が職業についてこんな事を言っています。

己の為にするとか、人の為にするとかいう見地からして職

業を観察すると、職業というものは要するに人の為にす

るものだという事にどうしても根本義を置かなければなり

ません。人の為にする結果が己の為になるのだから、元

はどうしても他人本位である。－中略ー元来己を捨てる

ということは、道徳から言えばやむを得ず不徳を犯そうとし、

知識から言えば己の程度を下げて無知な事も言うし、人

情から言えば己の義理を低くしてあこぎな仕打ちもしよう

し、趣味から言えば己の芸術眼を下げて下劣な好尚に

投じようし、十中八九のばあい、悪い方に傾き易いからこ

まるのである。これを読んだとき、私は残りの二割をめざ

して職業をまっとうする事が（なかなか思うようには行か

ないと思いますが）職業奉仕につながって行くのではと

ふと思いました。これが一年間の答えかもしれません。

委員長　兵藤弘昭君国際奉仕委員会

2017年2月１０日（金曜日）場所　タイ国　中央部シンブリ

ー県にて放置自転車贈呈式が行われました。今回で１４

回目となり、今までに約７０００台以上の自転車を送らせ

ていただく事ができました。これは一重にスリウォンロー

タリークラブの皆様、そして放置自転車贈呈に関わって

いただいたすべての皆様との硬い絆があったからこそ、

ここまで長く続くことができたと確信しております。

関連があるロータリー財団の報告ですが、今回はじめて

ロータリーカードのポイントを財団に寄付しました。1000ポ

イントで5000円分の金額を携帯電話から寄付することが

できます。

一度やりなれると簡単ですので、ロータリーカードのポイ

ントを財団に寄付したい方がいらっしゃいましたらお声か

けください。よろしくお願いします。

委員長　服部光弥君社会奉仕委員会

　20周年記念事業としてスタートした「3年後の自分への

手紙」。本年度も三島市内の１４小学校、函南町内５小

学校約1200名の小学5年生へ手紙事業の案内と回収、

そして3年前に預かった1200通の手紙の発送と無事に事

業を遂行することができました。また新たな取り組みとし

て「みんなの笑顔　おたまちゃん食堂」の押田代表に例

会へお越しいただき、子ども食堂への支援協力を呼び

かけました。

委員長　小林　勝君会計・クラブ細則検討委員会

　本年度は、クラブ定款の見直しを再検討することを目

標にスタートいたしました。中村パスト会長を中心に何回

もクラブ細則・内部規定を見直させていただき、結果本

年5月に会員の皆様に詳細を提出・ご承認いただきました。

今後も状況に応じて見直しする時が来るとは思いますが、

現段階である程度の改訂が成しえたことは満足しており

ますし、会員の皆様のご協力にも感謝しております。あり

がとうございました。

委員長　土屋　巧君親睦委員会

今年度は4月より例会場が呉竹に移り親睦委員会として

も例会準備及び片付けという作業も加わり、例年よりも忙

しく感じておりました。昨年中は「夏の家族会」を「秋の家

族会」と称して、そば打ちをさせて頂きました。杉山順一

君の紹介で二八会様の協力を得、おいしい新そばを山

盛りで堪能させて頂きました。またクリスマス家族会では

会員とそのご家族総勢約70名でブケ東海最後の大パー

ティーを開催いたしました。子供中心の企画も盛りだくさ

んで楽しく過ごさせて頂きました。今年に入り、春の家族

会は隅田川の屋形船。予約を取るのが難しい状況でし

たが、服部君の協力で予約できました。残念なのは桜の

花が天候不順で全く見られませんでしたが、その分岡君

が船の中で大いに盛り上げて頂きました。委員会のメン

バーの皆様には大変お世話になりました。今後も親睦中

心のＲＣであって頂きたいと願っております。

委員長　山口雅弘君広報委員会

広報委員会は年初ガバナー補佐訪問時に　ＭＹ　ＲＯＴ

ＡＲＹ加入率50％を目標としましたが、現在30.7％です。

未手続の方は至急ご対応下さい。また、３年以内の新会

員の方は年度内に必須ですので宜しくお願いします。



次 回 例 会

３月13日（土）（12日の振替）

植林事業

ロータリー世界各地から

ＲＯＴＡＲＹ　ＷＯＲＬＤ

会員誕生日 ４月２日　　山本良一君

４月29日　　石井邦夫君

４月６日　　大房正治君

４月16日　　小林　勝君

４月20日　　岡　良森君

４月30日　　土屋　巧君

入会記念日

前年度開催理事役員会報告

クラブ協議会

◎ 結 び に 、 せ せ ら ぎ 三 島

ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞの益々のご発展と皆様

方の御活躍を心よりご祈念申し上げま

す。

委員長　山田定男君職業奉仕委員会

スマイルボックス

今日の料理 今日の料理

委員長　遠藤修弘君情報・文献委員会

計画としては、

・ロータリーの情報や知識を十分理解していただけるよう

努める。

・新会員にロータリーの知識と理解を深めるに役立つ情

報を提供する。

これに沿って、活動としたことは3つです。

1.　ロータリーの友編集長に連絡をとり、読んでもらい内

容は何か？を聞き出し、その内容を委員会報告で数回

お伝えしました。

2.　新会員一部の方には、ロータリーの友の中から、ロー

タリーにとって重要な内容のものをプリントアウトしてお渡

しました。

3.　情報・文献委員の方からもマイロータリーの登録を呼

びかけるということで、卓話の時間を使い、登録手続き

の紹介させていただきました。また数名の会員の方には、

手続きのサポートもさせていただきました。

以上ですが、ロータリーの知識と理解を深める情報収集、

ほとんどの内容が、マイロータリーから得られると思います。

でも登録しないとすべてが見られません。

マイロータリーについて、もう少し早い段階で動いていれ

ば、登録率も上がり、そしてロータリーの情報がもっと伝

わったかもしれないと、反省しています。

一年間ご協力ありがとうございました。

委員長　内田憲一君

ＳＡＡ集りの会：先日、ＳＡＡ集りの会を行いました。残金

をスマイルします。

片野誠一君：続けて欠席してすみません。1年間ありがと

うございました。

山口辰哉君：先週のロータリーコンペ、惜しくも4位でした。

前半の勢いでは優勝確実と思われたものの後半大失速。

体力なのかゴルフ場のせいなのか。次回こそ。

先ほど岡ちゃんと電話で話しました。生きてました。

中村　徹君：元気だった97歳の母が今年2月に肺炎になり、

現在流動食で頑張っています。明日はやっと母の待つ、

京都、丹後の宮津に見舞いに行って来ます。故郷（ふる

さと）の懐かしい若狭湾の潮騒を嗅いできます。私はあと

何回行けるだろうか・・。

太田政人君：今年度も残り１週となりました。中山会長、米

山幹事はじめ理事役員の皆様お疲れ様でした。

矢岸貞夫君：ゴルフコンペ参加の皆様、ご苦労様でした。

同好会幹事の仲原さん、大変ですけど引き続き来年もよ

ろしくお願い致します。

石井邦夫君：会長、幹事様１年間御苦労様でした。

渡邊照芳君：いよいよ梅雨になりましたが、今日晴れてい

るのでスマイルします。早退します。

石井司人君：やっと雨が降り、野菜がよろこんでいます。

今日午前中に５００キロのジャガイモを収穫してきました。

今年の例会のラス前ですね。

内田憲一君：中山会長、米山幹事、ご苦労様でした。会

員の皆様には色々大変お世話になりました。通算２２年の

ロータリー活動でしたが、ここで退会させていただきます。

又、どこかでお会いしましたらお声掛け下さい。

田中錦城君：先日はゴルフコンペお疲れ様でした！無事

優勝出来ました。

加藤正幸君：次週さよなら例会出張のため欠席させても

らいます。１週早いですが中山会長、米山幹事お疲れ様

でした。

大庭靖貴君：１８日のゴルフコンペにて馬が的中しました。

スマイルします。

スマイルボックス

委員長　山田定男君

東日本大震災復興支援委員会

１.　今年度計画でありました、岩手県大槌町教育委員会

に２０１６年１０月５日－１０月６日で慰問してきました。

メンバーは、中山会長・米山幹事・渡辺パスト会長・山

口辰哉・宮澤・仲原・岡・故 杉山　９名です。多数のメン

バーの協力により出来ましたこと、感謝します。

２.　静岡第２分区ＩＭ会（２０１７年２月８日）にあたり、三島

西ロータリークラブより震災復興のパネル展を行ってほし

いとの要請が有り、ＩＭの会場であるブケ東海のロビーに

て展示させて頂きました。

過年に渡り展示パネルを多数有しておりましたので、良

かったなと思いました。


