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会長挨拶

司会：田中錦城君　指揮：服部光弥君

遠藤君、杉山（順）君、鈴木（真）君、土屋君、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

２５/３６　　 　　　６９．４４%　　　　３２/３６　　 　　８８．８９%

３１/３７　　 　　　８３．７８%　　　　　　　　  　　　　　３７名

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。

臨時理事役員会報告

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

三

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�      

(＊出席免除会員の欠席者　大房君、澤田君）

せせらぎ三島ロータリークラブ 検 索

たばかりの年でしたが、実家の裏山が崩れ家が半壊しまし

た。およそ60年前の話ですから、今のように防災対策はとら

れていなかったんだろうと思います。中学に入ったとき、熊

坂という地域から来ている同級生と一緒になったわけです

が、熊坂小学校のクラスの半分近くは亡くなったという話を

聞きました。

東日本大震災もそうですが、今回のように豪雨で裏山が

崩れ、家が壊れ、流され、という様子を報道で見ていますと、

どうしても人ごとのような気がしません。

最初の挨拶がこの程度の話で申し訳ありません。

一年間、宮澤幹事、新理事・役員の皆さま方のご協力を

いただきながら頑張ってまいりますので、どうぞよろしくお願

い申し上げます。

今年度の目標等につきましては後ほどのクラブ協議会で

述べさせていただきます。

ようこそせせらぎ三島
ロータリークラブへ

幹事報告

ゴルフ同好会

小野靖ガバナー補佐（裾野ＲＣ）

芹澤豊ガバナー補佐事務局（裾野ＲＣ）

会員誕生日

入会記念日

幹事　宮澤正昭君

①次週例会は、土屋ガバナー補佐訪問ですので会員多

数の出席をお願いします。

②例会終了後、第1回理事・役員会の開催のお知らせ。

７月１日　　小島　真君

７月１日　　小島　真君

７月２日　　加藤正幸君

７月３日　　山田定男君

７月４日　　石井和郎君

入会記念日

会員誕生日

皆さま、こんばんは。

本年度、会長を務めさせていた

だきます山口辰哉です。

まずは、今回の豪雨で被災され

た福岡県、大分県日田市の皆

さまにお見舞い申し上げます。

豪雨で山が崩れる。狩野川台

風の時、私はまだ小学校に入っ



ロータリー世界各地から

ＲＯＴＡＲＹ　ＷＯＲＬＤ

委員会報告
親睦委員会

クラブ協議会

遠藤修弘君

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

夏の家族例会　"はとバス" 希望コース確認のお願い

先般、夏の家族例会（８月２６日）「ブームに乗っかれ！東

京スカイツリー夏の思い出」にご多忙のなか参加申し込

みをいただきありがとうございました。ご案内のとおり内容

は"貸し切りバスで東京＆はとバス利用のスカイツリー見

学他ツアー"となっております。今回、この"はとバス"は２コ

ース用意しており、ご希望コースを選択の上、ご参加して

いただきたいと思います。つきましては、希望コースを配

布いたしました確認用紙に記入の上、会費を添えて７月

20日までに提出してくださいますようお願い申し上げます。

なお、予約数の都合上、希望に添えないこともありますが

その際にはご理解、ご協力の程よろしくお願い致します。

《当日スケジュール》

７：１０ 三島駅集合　⇒⇒　９：５０ 東京駅着　⇒⇒　１０：１０ 

はとバス主催　東京スカイツリーと有名ホテルバイキング

　⇒⇒　１８：３０ 東京駅発車　⇒⇒　２０：３０ 三島駅到着

解散

平成２５年�７月５日�金曜日�  19時30分�より

ブケ東海三島     

           

出席者�  杉山　隆　米山晴敏　小林　勝　山本良一　

　　　　　　加藤正幸　山田定男　矢岸貞夫　土屋　巧

　　　　　　太田政人　山口雅弘　石井和郎　宮澤正昭

欠席者� 山本　章�        

オブザーバー� なし�        

司会者� 加藤正幸   �  

           

①①２５周年について�    

　　第４週の大房君の卓話でクラブフォーラムを実施する。

�    

　　研修リーダーに澤田君を推薦するか今後検討�    

②欠席者メイクアップの件�    

　　欠席者にメイクアップ情報を出す。�    

③会員増強の件�    

　　第３例会に会員増強のためゲストに例会、出席を要

請する。�    

④奉仕委員会の件�    

　　３年後の自分への手紙の封筒への入れ込み作業を

例会中に行なう。�    

⑤親睦委員会�    

　　家族会の内容について検討する。�    

⑥ＳＡＡ委員会�    

　　例会中の禁煙について今後ＳＡＡで検討する。�    

     

第１回理事役員会報告

幹事　石井司人君幹事挨拶

　社会奉仕団体に加入して32年が経ちます。今年度、幹

事の大役を務めさせていただきます。

　なにせ、事業系の仕事が多く、総務系の仕事の経験が

なく、太田会長にはご迷惑をかけることもあろうかと思いま

すが、一年間無事に走り抜けられれば良いかなと考えてお

ります。

　「ロータリーの楽しさは例会の楽しさ」と、ガバナーが力強

く申されておりました。私としても楽しい例会になるように「

会長」とともに演出させていただきたいと、メンバー皆様の

協力のもと、よろしくお願い申し上げます。

会長指針

会長　山口辰哉君

　今年度の国際ロータリー　イアンH.S.ライズリー会長の

テーマは「ロータリー：変化をもたらす」です。どのような方

法で奉仕することを選んでも、それは人々の人生に変化

をもたらすことができるということからのようです。また2620

地区の松村友吉ガバナーは「未来のロータリーを考える」

～変化すべきものと守るべきもの～として、10の地区目標

を掲げています。詳細についてはそれぞれの挨拶が掲載

されていますので皆さま既にご承知とは思いますが、ガバ

ナーの重点目標は　１．ロータリークラブ・セントラルの100

パーセント活用　2．会員増強目標の達成　3．ロータリー

公共イメージの向上とEND POLIOへの支援、です。

「ロータリークラブ」って何？と聞かれても答えはいくつもあ

ると思います。その範囲があまりにも広く、複雑すぎるため

簡単に説明できないということはイアン・ライズリー会長も

仰っています。そのために公共イメージ向上という目標が

掲げられ、広報活動を強化することによって、地域の方々

にその存在や活動を知ってもらう重要性が出てきたのだ

ろうと考えます。これは入会への一つのきっかけになるし

関心も高まります。また、メンバーがロータリークラブ・セン

トラルを利用することによって情報の共有ができます。

せせらぎ三島ロータリークラブの事業目標は継続事業として

１．�タイへの放置自転車贈呈

２．�三年後の自分への手紙

３．�東日本大震災復興委員会の大槌町訪問

そして新たな社会奉仕委員会の事業として

４．�こども食堂への積極的かかわり

の4項目と各委員会がそれぞれ事業計画を立ててくれて

います。

　いずれにしろ、計画し実行していくには皆さま方の協力

なしではできません。そのこと考えながら今年度の会長テ

ーマを「奉仕・親睦　自分たちにできること」とさせていた

だきました。一年間、よろしくお願いいたします。

委員長　山本良一君クラブ奉仕委員会

　ＳＡＡはじめ７つの委員会の優秀な委員長、委員が今年

度の当クラブ運営に活躍していただき、太田会長の目標

であります「青少年育成事業」をさらに追求し、充実した活

動のい年になるよう、また、ＲＩ会長テーマ「奉仕を通じて

平和を」、地区方針「クラブは自ら活性し、お互いのつなが

りを実感しながらロータリーを進展させよう」をよく理解し、

委員会活動を進めて行きます。

委員長　石井和郎君出席委員会

皆様には例会出席１００％を目標に、かなわぬ場合には修

正出席率１００％作戦に切り替え、メイクアップに励んでい

ただければ幸いです。

メイクアップ、メイクアップ、メイクアップ、これが本年の事

業計画です。

委員長　兵藤弘昭君公共イメージ向上委員会

当クラブの公共イメージにおける活動方針は、地元メディ

アの活用に当クラブの活動内容を認知してもらうことにあり

ます。地元メディアの活用、フェイスブック、インスタグラム、

ユーチューブを中心としたコストがかからず若い世代に発

信できるメディアを中心に行っていきます。

ロータリークラブは地域の奉仕団体の中でもっともステータ

スがある団体と、若者から認知され憧れる存在にならなけ

ればなりません。所属することでワンランク上のブランド手

に入れることができる。そのためには、楽しくかつ実利のあ

る活動内容を多くの人々に知ってもらえるようにする必要

があります。２１世紀を背負って立つベンチャー企業等の

経営者にも広く門徒を開き、職業奉仕を通じ自らのやりた

いことやアイディアを自己実現できる仲間がいる場所とい

う位置づけにすることが重要です。

これらロータリークラブの本来持つブランディング強化方

策により、入会者が増えると考えます。　広報委員会の役割は、クラブの活動や奉仕活動を一

般の方々に知っていただくことです。その手段として、新

聞やテレビといったマス媒体を利用したいと思います。結

果として会員増強につながればよいと思います。

　週報、ＨＰについては予算内で充実を図っていきたいと

思います。

委員長　米山晴敏君広報委員会

鈴木政則君：いよいよ新年度がスタートしました。石井幹

事ともども頑張ります。皆様方のご協力よろしくご協力お願

いします。

石井邦夫君：今年1年間皆様の御協力の程よろしくお願

いします。

米山晴敏君：鈴木会長、石井幹事、一年間身体を大切

に頑張って下さい。

片野誠一君：皆様、新年度も宜しくお願いします。会長幹

事さんご苦労様です。

矢岸貞夫君：新年度がいよいよ今日からスタートです。鈴

木会長、石井幹事1年間大変ですけど頑張ってください。

山本良一君：鈴木・石井年度のスタートです。1年間頑張

りましょう。

兼子悦三君：新しい年度、鈴木政則会長、石井邦夫幹事、

1年間あせらず頑張って下さい。終わりよければ全てよしと

いう事で頑張って下さい。

中村　徹君：鈴木会長、石井幹事1年間お世話になります。

渡邊照芳君：鈴木会長、石井幹事、本年度始まりました。

長いようで短いですので体に気を付け1年間ガンバッテく

ださい。

石井和郎君：鈴木会長、石井幹事、今日からですね。一

踏ん張りして下さい！

山口辰哉君：鈴木会長、石井幹事一年間頑張って下さい。

加藤正幸君：パッケージプラザカトウでは7/7～11まで夏

のビッグセールを行います。ぜひ利用ください。そして今

年は職業奉仕委員長です。皆様の協力よろしくお願いし

ます。

宮澤正昭君：鈴木会長、石井幹事宜しくお願いします。

久保栄子君：鈴木会長、石井幹事1年間宜しくお願い致し

ます。

仲原実圭君：新年度鈴木会長、石井幹事よろしくお願い

します。ゴルフ同好会のみなさま、新年度第1回目のコン

ペへの参加をお待ちしております。

服部光弥君：鈴木会長、石井幹事1年間宜しくお願い致し

ます。杉山親睦委員長、あまりいじめないでください。一応

私も社会奉仕委員長なのです。

スマイルボックス
「　奉仕・親睦　自分たちにできること　」

幹事挨拶
幹事　宮澤正昭君

　山口会長の下、各委員長や会員の皆様に、ご協力を

いただきながら、例会及び行事を執り行う様、努めたい

と思っていますのでよろしくお願いします。

委員長　田中錦城君会場監督委員会

本年度の方針

1. 秩序正しく品性を保ち例会が円滑に運営できるよう注

意を払い楽しい例会場の雰囲気づくりに努める。

2. ゲスト・ビジターに対する配慮を怠らないようにする。

3. 会員相互のコミュニケーションを深め友情の醸成を図

るため席に配慮する。

活動計画

1. 例会の運営に当たり会長・幹事の意向を受け出席・親

睦・プログラム等と連絡を密にし、効率的な運営に努める。

2. 例会における時間の励行に努める。

3. 席の配置は例会内容に応じ指定・自由等コミニケーシ

ョンを深める工夫をする。

4. 卓話時における会員の聴講姿勢の意識高揚に努める。

5. 例会欠席の場合は当日10時まで届け出ることを徹底する。

委員長　石井和郎君プログラム委員会

　今年度はIM開催にあたり、プログラム変更の可能性が

生じて来ます。各種報告、卓話等、日時の変更がありま

したら早めにご連絡ください。

　皆様方のご協力をお願いいたします。

委員長　石井邦夫君情報・文献委員会

①会員の皆さまにロータリー情報をいち早く正確に連絡し

ます。

②ガバナー月信の内容について特集記事等があれば皆

さまに報告します。

③ロータリーの友の有益な情報を見つけて、週報に記載し

ていきたいと思います。



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

委員会報告
米山梅吉記念館委員　加藤正幸君

今日の料理

委員長　米山晴敏君東日本大震災復興委員会

東日本大震災から７年目となります、当クラブは震災１ヶ

月後に南三陸町への復興支援に参加しました。翌年から

は学校、図書館（図書類）が流された大槌町の子供達に

本を送る支援事業を行ってまいりました。昨年も山田委員

長を団長として伊藤正治教育長に面談し会員の浄財と

気持ちを届けました。また、長泉町役場の玄関ロビー、Ｉ

Ｍでの震災パネル展等で多くの人たちに震災を『忘れな

い＆絆』をテーマに活動しました。その活動が評価され復

興副大臣から感謝のお手紙を頂きました。大槌町の図書

館と移動図書車には全国から我々と同じ気持ちの人達か

らの本でいっぱいになりました。

今年の活動は山口会長・宮澤幹事と『忘れない＆絆』の

テーマに沿って相談し決定したいと思います。その節は

御協力を宜しくお願いします。　

山口辰哉君：1年間よろしくお願いします。

宮澤正昭君：山口会長の下、幹事を努めますが会員の皆

様よろしくお願いします。

中山和雄君：山口会長、宮澤幹事、いよいよ今日から年

度が始まりましたね！楽しみですね！1年あっという間です

ので有意義に過ごして下さい。また実家の日田市の豪雨

に対してご心配のＴＥＬありがとうございます。大丈夫です。

米山晴敏君：山口会長、宮澤幹事、大変ですががんばっ

て下さい。

澤田　稔君：前中山会長、米山幹事、大変素晴らしい業

績を残され、立派のひとことにつきます。新山口会長、宮

澤幹事、新年度大変ですけどご活躍をご期待申し上げま

す。

片野誠一君：新年度もよろしくお願いします。会長、幹事

さん御苦労様です。

中村　徹君：山口、宮澤年度、今日からですね。1年間よ

ろしくお願いします。

太田政人君：さあ、新年度のスタートです。

大房正治君：山口会長、宮澤幹事、1年間宜しくお願い致

します。

山本良一君：新年度、会長幹事スタートおめでとうござい

ます。

石井司人君：山口、宮澤年度です。私も勉強させていた

だきます。

石井邦夫君：会長幹事、新年度スタートおめでとうござい

ます。

加藤正幸君：山口、宮澤年度スタートですね。応援してま

す。先週セールチラシ入れさせてもらいました。良かった

らご利用してください。明日までやってます。

石井和郎君：山口会長、宮澤幹事、1年間一踏ん張りして

ください。宜しくお願い致します。

篠木喜世君：新年度のはじまりが晴天の七夕で、とても良

い運気なのでスマイルします。本年もよろしくお願いします。

大庭靖貴君：新年度よろしくお願いします。

大村典夫君：6月28日に鹿児島地域で再審開始決定の

ニュースが流れたのですが、3日後の報道ステーションに

数秒ですが弁護団の一員として私がうつりました。帯広の

弁護士からニュースを見たと連絡があり、報道の力を実

感しました。裁判は検察が即時抗告をしたため、しばらく

高裁での審理が続きます。

仲原実圭君：新年度のはじまりです。山口会長、宮澤幹事、

各委員長の方、1年間よろしくお願いします。

藤川智徳君：新年度のはじまりです。微力ながら尽力致し

ます。本日すみません。早退します。

スマイルボックス

委員長　矢岸貞夫君国際奉仕委員会

国際奉仕委員会の本年度の活動は例年通りタイ国バン

コクスリーウオンRCに協力していただき、タイ国への放置

自転車の贈呈事業を行いたいと思います。また、今年は３

年を一つの区切りとした年となります。来年以降につきまし

ては、地区補助金の申請の関係で今年度中にフオーラ

ムを開き事業決定したいと思いますので、皆様のご協力

をよろしくお願いいたします。また、国際奉仕委員会は、ロ

ータリー財団を兼務しているので、地区目標一人150ドル

の寄付達成を目指したいと思います。

委員長　原　兄多君職業奉仕委員会

職業奉仕については、様々な考え方があり、多くの議論

が沸き起こっております。

特に、今年1月のロータリーの友に掲載された「職業奉仕

はロータリーの根幹か？」と言う論文について、活発な議

論がなされているようです。

そこで、私を含め近年入会したメンバーも多い当クラブに

おいては、職業奉仕について議論する場を設け、理解と

知識を深めることが必要と考えます。

職業奉仕について造詣の深いメンバーの皆様も含め、本

年度は「議論」にお付き合いくださいますようお願い申し上

げます。


