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会長挨拶

司会：田中錦城君　指揮：藤川智徳君

大村君、加藤君、小島君、篠木君、杉山（順）君、鈴木（真）君、

土屋君、仲原君、中本君、中山君、宮澤君、米山君

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

３１/３７　　 　　　８３．７８%　　　　３４/３７　　 　　９１．８９%

２４/３６　　 　　　６６．６７%　　　　　　　　  　　　　　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）

せせらぎ三島ロータリークラブ 検 索

セミナーがあり、石井副会長と行ってきました。

ロータリー財団とは、昨年度の寄付の実績、地区補助金、

ロータリーカードについてなどなど様々な項目について約2

時間半「世界でよりよいことをするために」の講義を受けて

まいりました。

おかげさまで、われわれが申請をした「日本の放置自転車

をタイの中高校生に」プロジェクトは申請額20万円に対し

て181,400円が配分される予定となりました。とりあえず今

年度も実施可能となります。また、ロータリーカードですが、

しばらく前に私どもクラブではキャンペーン的に推進したこ

ともあって、静岡第2分区では上位にあります。しかし、山

梨第1分区の甲斐ロータリークラブでは入会条件の一つに

ロータリーカード申請が入っていて、現在その保持率は131

％だそうです。ちなみに当クラブは12枚33％です。

またクラブ別寄付の実績ですが、一人あたり150ドルを目

標にしていますが、当クラブは136.11ドルとわずかに目標を

下回っています。ちなみに第2分区で目標達成しているク

ラブは伊豆中央、裾野、長泉の3クラブです。2620地区の

平均は142.25ドルです。

　さて、今回のセミナーで一番重きを置いていたのが（私

が思うに）END POLIOの件です。先週に理事会でこの話

を議題にさせていただきました。その時はクラブ内で

POLIO用のスマイルというか寄付を募って、それが私ども

の活動でいいのではないかと話し合われましたが、松村ガ

バナーの気持ちはもっと深いものがありました。今週10日ま

でにどんなことをするのかその予定をガバナー事務所に

報告するように指示がありましたが、西クラブ会長の西本さ

んと話し合い、三島の3クラブ合同で行おうということに勝

手ながらさせていただきました。また理事役員会でご相談

させてください。

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

土屋龍太郎ガバナー補佐（伊豆中央ＲＣ）

竹村淳一郎ガバナー補佐事務局（　〃　）

会員誕生日

入会記念日

幹事　宮澤正昭君

①本日は、土屋ガバナー補佐訪問です。よろしくお願い

いたします。

７月１日　　杉山順一君入会記念日

会員誕生日

暑い日が続きます。

本日は、土屋ガバナー補佐をお

迎えして本年度のガバナー方

針を伝えていただきます。土屋

ガバナー補佐、事務局の竹村さ

ん、ようこそいらっしゃいました。

先週の日曜日、静岡グランシッ

プで2620地区のロータリー財団



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。

ガバナー補佐挨拶

静岡第2分区ガバナー補佐　土屋龍太郎君

○自己紹介

93年4月7日入会、04－05幹事、08－09会長、10－11分

区事務局

○ガバナー補佐とは

・ガバナーは、地区の管理運営とクラブ支援のため、地区

チームを編成する。

・ガバナーの地区運営及び分区内クラブの運営に関して、

ガバナーを補佐する。

a 次期クラブ会長と会い、クラブの目標について協議し、

活動計画に助力する

b 公式訪問前に、クラブ協議会に出席し、クラブの状況

をガバナーに報告する

c 四半期に一度は各クラブを訪問する。 ⇒ 見直し

d ガバナーの公式訪問の予定を調整し、随行する

○ガバナー方針の伝達

・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」

・松村ガバナー「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～」

○地区目標

・ロータリークラブ・セントラルの100%活用

・会員増強目標の達成

・ロータリー公共イメージの向上とEND POLIOへの支援  

10/24ポリオディ

・分区再編準備

○今後の対応

・グルーブ運営並びにガバナー補佐選出について、ガバ

ナー補佐主導で協議

・地区運営規約改定

再編準備の過程で、分区或はグループの意義、ガバナー

補佐の役割と選出方法、IMの在り方等の議論を深めるこ

とで、変えるべきものと守るべきものを見極め、結果として

分区を構成するクラブとその会員にとって有益な変革に

していきたいと考えています。

○IM

平成30年2月17日（土）東レ研修センターにて、テーマは

米山梅吉翁

木内昭夫常務理事  記念館の50周年のセレモニーを東

レで、使い勝手を見てみたい

米山翁について勉強し、奨学会或は記念館の意義を理

解した上で、協力

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。

　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

兼子悦三君：山口年度、良いリーダーシップを発揮して

下さい。又、本日は土屋ガバナー補佐訪問ご苦労様です。

本年度、良いご指導をお願い申し上げます。

岡　良森君：先週、オメデトウスマイルできませんでした。

山口会長、宮澤幹事、1年間がんばりましょう。

澤田　稔君：時々忘れない程度に出席し、一日でも長く

長生きしたい為、危ない人もいますけど、そうならない様

に頑張ります。

矢岸貞夫君：７／１１～７／２０まで夏の交通安全県民運動

が始まりました。特に高齢者の事故が目立ちますのでご

注意ください。

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　遠藤修弘君社会奉仕委員会

今まで継続されてきた事業、「三年後の自分への手紙」を

本年も行います。未来を担う少年が、この手紙で何か気

づき、希望を持っていかれますようにと、気持ちを込めて

行っていきます。また、この事業に昨年同様、原稿用紙等

を入れた封筒の準備を就労支援事業所（一般企業等で

の就労が困難な方に働く場を提供する事業所）の協力（参

加）を得ながら取り組んでまいります。

来たるべき３０周年という節目を迎えるにあたり、皆様の意

見をいただきながら新たな事業展開を模索していく年にし

ていきます。

皆さまのご協力をよろしくお願い致します。

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。

今日の料理


