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会長挨拶

司会：服部光弥君　指揮：藤川智徳君

杉山（順）君、田中君、土屋君、中本君、兵藤君

(＊出席免除会員の欠席者　大房君、片野君、兼子君、澤田君、

鈴木（政）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

２５/３４　　 　　　７３．５３%　　　　３１/３４　　 　　８８．２４%

２６/３１　　 　　　８３．８７%　　　　　　　　  　　　　　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

せせらぎ三島ロータリークラブ 検 索

8名の会員にゲスト1名を加えた総勢10名で参加してまいり

ました。

　今回はバンコクから飛行機で1時間ちょっとのところにあり、

すぐ北側のメコン川を越えるとラオスのヴィエンチャンとい

う場所でした。さすがにラオスへの玄関口ということもある

のでしょうか、なかなか大きな街でした。かつて出かけたサ

コンナコンだったかアムナートチャルーンだか忘れてしま

いましたが、雨季には泥だらけになるんだろうな、と想像で

きるような青空教室とグランドの中で贈呈式をしたことを思

うと文字通り雲泥の差を感じました。当時は先導するピック

アップ型のパトカーの荷台に4～5台の自転車を役得のよう

に持って帰る警察関係者？の姿を目にしたこともありました。

贈呈式の会場は中国文化の影響を色濃く残した、というか

タイに移住した中国人華僑が作ったのでないかと思われ

るホールでした。隣接する博物館には、老子・孟子・孔子と

いった紀元前の中国人思想家の歴史が分かるように表現

されていました。ただ、私には中国漢字は読めませんしタ

イ語はもっとどころか全く分かりませんので、詳細について

は不明です。入り口に小さな人工池があり、三島大社の池

ではありませんが、とても食欲旺盛な鯉がおり我々が与え

るエサに先を争うように飛びついてきました。

　今回の自転車贈呈数は104台、と聞きました。山本パスト

ガバナー補佐が調べてくれたところによると、2011年は

1380台、2012年は2000台、2013年は2400台、2014年は

2000台、2015年は1600台となっておりました。昔いただい

たスリウォンの資料によりますと2006－2007年度は年間10

回の贈呈式があり、その時は各回450台ずつで計4500台

でした。日本のロータリークラブもその支援として、われわれ、

当時三島南ロータリーでしたが、を含め6つのクラブの支

援が決まっていました。最近の贈呈台数は気にしておりま

せんで、ただただ毎回450台、と頭で思っていたことに

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

吉沢和久君（川崎西ＲＣ）

深沢友晴さん・石井　亨さん

（青年会議所）

会員誕生日

幹事　宮澤正昭君

①山口雅弘君より休会願いが出ましたので臨時の理事

役員会を開催しました。長期にわたる健康不良の為との

事で承認されました。

②会場の設営について

ＳＡＡの藤川君が殆んどやって下さいましたが大変なの

で親睦委員会が毎回、2名位が協力をするという事で承

諾をいただきました。お知らせまで。

１１月４日　　　大村典夫君入会記念日

会員誕生日

　11月27日に行われましたタイ、

ウドンターニ県における放置自

転車贈呈式に、矢岸パスト会長

兼国際奉仕委員長、山本パスト

ガバナー補佐、宮澤幹事、岡副

幹事、山田定男君、田中錦城君、

仲原実圭君、大庭靖貴君の

ショックを受けております。日本も震災以降、中古の自転

車が確保できない事情があったのかもしれませんが、そ

れ以降もこれだけ減っていたのには気づきませんでした。

スリウォンのホームページで確認しようと思いましたが、あ

まりにもアーカイブ過ぎて調べ切れませんでした。スリウォ

ンロータリーの小田原直前会長と少し話をしたのですが、

自転車の需要はまだあるのでしょうか、の問いに対して、

まだまだ必要ですという返事が返ってきました。

　ここ数年、バンコクに出かけてもスリウォンロータリーの

例会に参加していません。それがちょっと残念ではありま

した。今回の贈呈式ではわれわれのほかに浄水器や図

書での支援をした福岡県浮羽ロータリークラブ、福井あじ

さいロータリークラブ、浦和中ロータリークラブの皆さんが

おられ、スリウォンロータリーの例会にも参加されたようです。

　さて、今日12月1日はどういう日か？

皆さんもなんどか検査を受けているであろう「エイズの日」

だそうです。他にも「映画の日」、「デジタル放送の日」な

どなど、さすが1日、いろいろありました。

今日の料理

１１月２５日　　加藤正幸君会員誕生日



ロータリー世界各地から

ＲＯＴＡＲＹ　ＷＯＲＬＤ

委員会報告
親睦委員会

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　"蕎麦打ち体験会" 

日時：平成29年9月10日（日）　９：４５集合

場所：長泉町南部地区センター

　　　　（長泉町竹原２１１－３０）

会費：会員2000円（その他の参加者は無料）

持物：スリッパ　手拭い　タオル等

※車でお越しの方はセンター南側の第２駐車場をご利用く

ださい。

開催日　平成29年12月1日金曜日　　呉竹

（出席義務者）

理事（9名）山口辰哉・石井司人・中山和雄・小島真・田

中錦城（欠）・原兄多・遠藤修弘・矢岸貞夫・宮澤正昭

役員（3名）岡良森・山田定男・仲原実圭

司会者　宮澤正昭　書記議事録署名人　岡良森

議題

1 プログラム変更について・・・山田プログラム委員長（1）

当面変更なし

2　クリスマス家族会について・・・仲原親睦委員長（3）

 今回は、１２月２２日に行う。ゴルフ同好会とセットで行う。

 場所は三島ゴルフクラブ。予算案別紙

 →了承

3　その他

各委員長より予定等・・・（5～10）

次年度以降の国際奉仕委員会タイへの自転車贈呈事業

について

→取り扱いは次年度理事役員会が発足した後に決定する。

第６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。

タイ自転車贈呈式

国際奉仕委員会　矢岸貞夫君

第15回タイ自転車贈呈式が１１月27日タイ国ウドンターニ

県にてタイ国政府福祉局、バンコクスリーウオンRC、地

元MAGKANGロータリークラブ（３３４０地区）の協力により

贈呈式が無事行われました事を報告いたします。

参加された山口会長以下８名の方には、協力をいただき

大変感謝申し上げます。次年度以降につきましては、（財）

自転車駐車場整備センターの上部団体国土交通省がこ

の事業を大変高く評価し、何らかの方法で参加してくる内

容の話がスリーウオンRCの飯田国際奉仕委員長にあっ

たそうです。又、この事業について本日の卓話のなかで

次年度以降について話し合って決める予定でしたが、次

年度石井会長から次年度の理事役員で決めさせて頂き

たいとの申し出がありましたので、会員の皆様宜しくお願

い致します。国際奉仕委員会の行事に協力頂きました会

員の皆様には大変感謝申し上げます。

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。

　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

山口辰哉君：タイ自転車贈呈式にご参加下さいました皆

様おつかれさまでした。

矢岸貞夫君：タイ自転車贈呈式無事終了しました。皆様

のご協力ありがとうございました。

山本良一君：タイ自転車贈呈事業に参加、久しぶりに子

供たちの笑顔に会いました。日本製自転車の活躍を願っ

ています。

岡　良森君：タイへ自転車贈呈で行って来ました。到着当

日６４Ｆの空中レストランに行きました。夜景最高でした。

山田定男君：タイに行ってラッキーでした！

米山晴敏君：タイ自転車贈呈式に参加したみなさまご苦

労様でした。

石井司人君：タイの訪問ご苦労様でした。

仲原実圭・大庭靖貴君：タイ自転車贈呈式に行って参りま

した。とても有意義な時間を過ごせました。

藤川智徳君：先日のタイ自転車贈呈式に行く予定が急遽

行けなくなり申し訳ございません。手続き等ご迷惑をお掛

け致しました。

大村典夫君：しばらく休みが続いて失礼しました。クリスマ

ス例会はゴルフは参加できませんが例会は子供を連れて

参加します。

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　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

3年ぶりにタイ自転車贈呈に参加しました。

今回はウドンタニ県というバンコクより飛行機にて1時間少々

の場所で式典は空港より20～30分位の場所だったと思い

ます。ほとんど町の中という感じがしました。ほんと三島～

沼津を合わせたような所です。

自転車も集めるのが大変なのか新古の自転車が混じっ

て（数台）ありました。子供達は喜んでくれました。

宮澤正昭君

４年ぶりに参加しました。今回は、他のロータリークラブの

浄水器等の贈呈もあり華やかなような感じもありましたが、

自転車贈呈の台数が１００台ほどだったこともあり前回よりさ

みしい感じがしました。また、現地子供たちと触れ合う時

間もなく残念でした。

岡　良森君

タイのウドンタニという町へ自転車贈呈式に行ってきました。

2泊4日の短い行程でしたが、意義のある贈呈式でした。

1日だけ私1人の時間があった為、トウチャイ市場へ見学

に行きました。土日のみ開催される市場で、1店舗当たり4

坪程で500×1000ｍ位の敷地に約1万件が軒を連ねてい

ました。物価は全体的に安く、特に革製品はA1の革ジャ

ンパーが5～6千円でした。とても欲しかったのですが、荷

物になるのであきらめました。夕食前、ゴルフ組が帰って

こなかったため時間つぶしに現地居酒屋の呼び込みをし

ました。（昔の癖が出てしまいました）

山田定男君


