SESERAGI-MISHIMA
ROTARY CLUB
WEEKLY REPORT

クラブ
週 報

2021～2022年度 RI会長 シェカール・メータ
奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために
RIテーマ
クラブテーマ

「会員の健康と地域リーダーの育成、
そしてロータリーの基本、規律を大切に」

事務所 三島市中央町4-9 小野住環中央町ビル2F
TEL.055－976－6351 FAX.055－976－6352

会長 米山晴敏 幹事 仲原実圭

http://www.seseragi-mishima-rc.gr.jp
せせらぎ三島ロー タリー クラ ブ

第１４９０回 例会
202１.1２．３（金）晴

司会： 田村康晃君
ロータリーソング

例会場

「奉仕の理想」 指揮：原兄多君

会長挨拶
会長 米山晴敏君
コロナ・コロナと言っている間
に、今年もあと1ヶ月となりまし
た。オミクロン株が水際対策に
よって国内に、進入しないでく
れることを願いつつ、自分の出
来る、感染予防をしっかりとやる
しか無いと思っています。幸い
にもコロナが落ち着いている
今、ロータリー活動も動いてい
ます。
後ほどの年次総会で各委員会から具体的に説明がありま
す。
先日、『ロータリーとライオンズの違いはなんですか』と聞
かれました。『同じ社会奉仕団体です、実務面では相違は
ありません』と答えました。比べる事は意味ありませんが、
敢えて違う所を探してみました。
ロータリーは1905年シカゴでポール・ハリスが職業倫理を
学び、一人一人の職業を通じて社会に奉仕、を重点にI・
serve(私は奉仕する)を理念とした団体です。例会は当初
は週1回でした、今は月2〜４回が普通です。ライオンズは
1917年シカゴで元ロータリアンのメルビン・ジョーンズの提
唱により、社会奉仕を重点にWe・serve（我々は奉仕をす
る）を理念とした団体です。例会は月2回です。
ロータリーの会員数は今、日本大学の卒業生と同じ
1.214.363人です。ライオンズの会員数は山口県の人口と
同じ、143万人です。人数の世界最大の奉仕団体はライ
オンズです。
ロータリーは『社会奉仕活動を職域や個人だけ。
I serve』と見られがちですが、しかし現実は団体での奉仕
活動が多いです、米山奨学金、ポリオ、当クラブではカン
ボジア井戸設置による水と衛生、食事をまともに取れない
子供達への食糧支援、饑餓対策、識字率向上などは団
体でしかできないことをロータリーはしています。ライオン
ズのwebサイトでは『ライオンズ奉仕。Our Work』となって
います。タイトルは『他のどんな奉仕クラブ組織よりも多くの
場所で、より多くのボランティア活動を、』となっています。
第一標語は『自由を守り、知性を重んじ、我々の国を守
る』です。私が感じる、ライオンズの奉仕活動は、奉仕活
動をすることに主眼があると思います。

検索
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一方ロータリーは『職業を通じて、社会に役立つ、価値を
提供する。世のため、人のために尽くす。』歌に出てくる
『奉仕の理想』の探求団体だと思います。第一標語は『超
我の精神、自己の責任と判断において自分の仕事を通し
て社会と世界に奉仕する』です。（Service,Above）
私の結論は世界最大の社会奉仕団体であるライオンズ
の活動には敬意を表しつつ、ロータリアンは『奉仕の理
想』を探求すべきだと思います。両団体を比べたり、比較
する事は全く意味のないことだと思います。
ロータリーの奉仕活動には、私達は絶対的な自信を持つ
べきだろうと思います。

出席総数

出 席 率

メークアップ

前々回

２４/３２

７５．００%

２９/３２

今 回

２９/３１

９３．５０%

会員総数

欠 席 者

修正出席率
９０．６０%
３２名

あなたが見えなくて残念でした。

土屋（和）君、矢岸君
(＊出席免除会員の欠席者 片野君）

幹事報告
幹事 仲原実圭君
①本日の理事・役員会は時間を変更し、18：00より行いま
した。
②2021-22年度 ４クラブ合同新年会の日程場所が決定
しましたのでご報告いたします。
令和４年１月１１日 ㈫ サンバレー富士見第１ホールにて
17：30 受付 18：30 開会点鐘
です。新年会へのご参加、宜しくお願い致します。
③国際ロータリー１２月の重点活動は『疾病予防と治療月
間』です。冊子を回覧します。
④本日は年次総会です。

年次総会
せせらぎ三島ロータリークラブ細則 第5条第1節に基づき、
2021-22年度の年次総会を始めます。
１１月第1例会において、次年度の役員・理事の選任につい
ては会長一任となりました。それに基づき、指名委員会を立
ち上げ協議した結果を米山会長よりご報告いたします。
次年度小林会長より報告
次年度方針・・・・・
次年度理事発表（杉山次年度幹事）
次年度４代奉仕 職業奉仕委員会、社会奉仕委員会、国
際奉仕委員会、会計の各委員長が決定したので報告させ
て頂きます
職業奉仕委員長を伊丹雅治君
社会奉仕委員長を土屋巧君
国際奉仕委員長を小島真君
会計を矢岸貞夫君
でお願い決定させて頂きました。皆様で協力しあい次年度
を盛り上げて頑張りましょう。ご協力お願いします
年次総会閉会
伊丹雅治君
職業奉仕委員長のお声をかけていただきました伊丹雅治
です。委員長のお話をいただいた時は正直悩みました。静
岡に通っており、ご存知の通り出席率も低いため、会の皆様
にご迷惑をお掛けしてしまうからです。しかし、その時脳裏を
過ったのは米山会長から授かった「ロータリーの手引き」で
した。その6ページには「頼まれたことはノーと言わない」とい
う会の不文律が示されています。私は手引きに倣いお引き
受けする決意を固めました。至らない点も多々あるかと存じ
ますが、皆様のご指導ご鞭撻のほど何卒よろしくお願い申し
上げます。
土屋巧君
次年度社会奉仕委員長を拝命致しました土屋巧です。コロ
ナ禍が少し落ち着きを見せている中ですが、まだ安心でき
る状況でもありません。次年度の社会奉仕委員会では会員
の皆さんが参加しやすい奉仕事業を念頭に置いておりま
す。皆様のご協力をお願いいたします。
小島真君
今年度は新型コロナの影響で、なかなかスムーズに事業が
進んでおりません。カンボジア王国への井戸建設も準備は
進むものの、訪問時期に関しては全く見通しが立っていませ
ん。また、カンボジア留学生に対する食糧支援も先方大使
館より２度に渡り延期の申し出があり実現出来ていません。
ポリオ絶滅に向けた募金活動は皆様の協力のもと、実現す
ることが出来ました。
今年度もまだ終わっておりませんが、次年度もこれらの事業
をしっかり実行したいと思います。
矢岸貞夫君
来年度会計理事を仰せつかった矢岸です。
会計の役目として、会員皆様から預かった大切な浄財であ
る会費を年間計画の予算に沿って適切な運用が出来るよう
に取り組んで参ります。ご協力よろしくお願いします

委員会報告
社会奉仕委員会

藤川智徳君

ロータリー奉仕デーの参加協力のお願い
前略 この度、当クラブが５年前から支援している「子ども食
堂」（おたまちゃん食堂：代表 押田智子）が別紙の通りイベ
ントを開催いたします。このイベントは事前に静岡新聞にて
大きく掲載され実績として１日あたり２，０００名の人たちが集
まります。
今回この新聞掲載に参加協力クラブの名前を協賛として
記載し、またラジオ放送なども活用することによって、より高
い公共イメージUP効果を期待しています。
つきましてはこのイベントの趣旨を多くのクラブ（ロータリア
ン）の方々に賛同いただき小さな力を大きな力へと発展さ
せるために、ご協力を頂きたくお願い申し上げます。
【開催日時】
令和３年１２月１９日（日）１１：００～１４：００
【会場】
SBSマイホームセンター三島展示場 本部前
【集合時間】 １１：００（１１：５０に集合写真を撮影いたします）
【内容】 子ども食堂への「食糧支援」及びイベントの協力
※１２：００からイベントの協力
※１３：００から贈呈式を執り行います
【持ち物】・ロータリアン１人につき１個の食糧品又は日用品
（例：野菜・缶詰・調味料・日持ちする食品・乾麺・お菓子・
飲料・日用品・お歳暮で余ったものなど・・・SDGｓ効果もあり
ます。醬油１本でもカップラーメン１個でも構いません。ロータ
リー会員全員で協力していきたいです）
・クラブ指定のジャンバー ・親睦タスキ
・マスク着用
・受付（テーブル・テント等）の準備
・荷受け場（ブルーシート等）の準備
ロータリー奉仕デーとは
「超我の奉仕」を活動の土台とし、今年度少なくとも１
回、実践的かつ行動志向のロータリー奉仕デーのイ
ベントを計画・開催するように国際ロータリー会長
シェカール・メータさんより要請がありました。
→今年度中に各クラブが主体とする奉仕活動イベン
トを皆で協力し実施する。
●条件
①２つ以上のＲＣ、ＲＡＣ，ＩＡＣと協力して行う→
近隣５ＲＣクラブ
②ロータリー重点分野（７）のうち１つ以上に一致→
母子の健康ほか
③１つのメデイアにて周知→
静岡新聞・伊豆日日新聞
④参加者の２５％以上が現ＲＣ会員ではない事→
おたまちゃん食堂ほか子供達
⑤８あるガイドラインのうち３つ以上が該当→
◎国連が定める国際デー関連トピックに沿っ
たものである（食品ロス・廃棄啓発）
◎地元企業、地域団体、政府または自治体と
協力する→ ４市町の「後援」
◎家族やあらゆる年齢・能力の参加者が参加
できる奉仕の機会→一般の方々多数
⑥活動完了報告→
◎写真・動画・SNS・報告書作成
（社会奉仕・公共イメージ・未来３０３５）

12月度理事役員会報告

委員会報告
職業奉仕委員会

山口雅弘君

障害者支援活動
1.社会福祉法人 指定生活介護事業所『えがお』様
カレンダー受贈における対応について
障害者施設支援の一環として入所者が作成するカレ
ンダーに当クラブのロゴを入れ一定数の作成を依頼
したところ重度障害者施設に付き、一部作成するのに
かなりの時間を要し要望に応えられないとなった。
しかし、『えがお』すぎな班班長三田様より、当クラブの
支援申し入れの気持ちとして50部のカレンダーが届い
た。その謝礼として一部千円 合計5万円を贈りたい。
会員一人一部1000円で購入してもらい不足金は本年
度職業奉仕委員会費より補填したい。
予算

５０，０００円―購入金額の差額

2，（福）見晴学園 トイレットペーパー購入について
見晴学園では製紙工場より、再生紙のロールを購入し
裁断しトイレットペーパーを作成し販売している。
今回は消耗品を製造している施設を探し購入支援を
目的としていた。実際に施設を訪問し、製造過程、購
入後の提供方法などを確認できたので、会員各自に
てFAX発注し個々に納品してもらえる事となった。
発注書にせせらぎ三島とプリントし施設に認識してもら
う。発注書を作成次第LINE、メールにて案内する。

スマイルボックス
野村諒子君：三島市議会1２月定例会が開かれていま
す。1２月6日一般質問です。頑張ります。犯罪被害者支
援と難病者の就業支援をテーマに行います。
伊丹雅治君：毎年12/3～12/9までは障がい者週間です。
障がい者理解がすすみ、すべての人が活躍できる世の中
になりますように！

日 時
場 所
出席者

令和3年12月3日（金） 18：00 ～ 19：30
呉竹
米山、仲原、加藤、小林、山口（雅）、土屋(巧）
服部、藤川、原、田村、大村、杉山

１．会長挨拶
急な時間変更に対応して頂きありがとうございます
第一例会後に理事・役員会を行う場合、伝えないとならな
い事項が次の第二例会の報告になってしまうので、理事
会は第一例会前に変更して決定事項や報告事項が第一
例会で連絡出来るようにしていきたいのでよろしくお願いし
ます。
①社会奉仕委員会
せせらぎ三島主催ロータリー奉仕デーについて
令和３年１２月１９日（日）11時～１４時 ＳＢＳマイホームセン
ター三島展示場 本部前にてロータリー奉仕デーを行い
ます。内容は子ども食堂への「食料支援」及びイベントの
協力を行います。（ロータリー奉仕デーの条件に沿って実
行）
主催 みんなのえがおたまちゃん食堂
共催 ＳＢＳマイホームセンター
協賛 せせらぎ三島ＲＣ 三島ＲＣ 三島西ＲＣ
長泉ＲＣ 伊豆中央ＲＣ
後援 三島市 長泉町 清水町 伊豆の国市
ボイスキューＦＭ77.7
②職業奉仕委員会より
社会福祉協議会 生活介護事業所 えがおへの支援事
業として、えがお様よりカレンダーを５０部提供して頂く、無
料で頂く事は出来ないので１部１０００円として 販 売 し そ の
売上金をえがお様にお渡しする。
えがお様ではトイレットペパーも制作している為協力出来
る方は購入をして頂きたい。せせらぎＲＣ会員が手配した
事が分かるよう発注書を作成
⑤せせらぎ三島ホームページの件
既存のシステムのまま今までの奉仕活動内容、イベント内
容を更新して掲載、２０年前のシステムの為ＰＣでは閲覧
出来るのですがスマホでは見れないなどのシステム 傷
害などが生じています。今一度今のシステムで解消出来
るか？調整していますが不可能な場合はシステム（ホー
ムページ）変更を検討しようと思います。
また、管理費用の必要性が出ると思われます。
わかり次第ご報告いたします。

