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会長挨拶

司会：　田村康晃君

石井（司）君、遠藤君、篠木君、土屋（巧）君、矢岸君

(＊出席免除会員の欠席者　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

２２/３０　　 　　　７３．３３%      ２４/３０　　 　　　８０．００%

２８/３３　　 　　　８４．８０%　　　　　　　　  　　　　　３４名

せせらぎ三島ロータリークラブ 検 索

初めての会長挨拶、何を話せば良いか考えました。

二十数年前に行なった卓話で自己紹介をやりましたので、ま

ずは自己紹介から始めます。

　私、小林勝は1956年2月に三島市長伏で農業と土建業の

兼業農家の長男として生まれました。

学校は日本大学経済学部を卒業し8年間のサラリーマン生

活を経て、㈱プライムホームに入社しました。

趣味はスノーボード、スキューバダイビング、旅行です。旅行

はコロナ禍で行けませんでしたが、今年は行けそうです。

旅行といえば、せせらぎ三島ＲＣの国際奉仕事業で行なって

います、カンボジア井戸建設事業の贈呈式には今年こそ行

けそうです。この事業は、カンボジアで雨水を飲料水として飲

んでいる子供達に井戸を建設し、健康的な水を飲んでもらう

事業です。

　新会員の方や今まで参加する機会のなかった方は、是非

参加してみて下さい。今まで体験した事がない感覚を味わえ

ると思います。

　今年一年、一生懸命やりますので よろしくお願いします。

小林勝君：会長・幹事、１年間お疲れ様でした。

杉山順一君：スマイルします！

片野誠一君：欠席が多くてすみません。

加藤正幸君：米山会長・仲原幹事、各委員会の方々、１

年間お疲れ様でした。せせらぎ三島RCはまだまだ続きま

す。メンバー皆で進めていきましょう。

山口雅弘君：さよなら例会参加したかったのですが、月１

回の東京での検診日のため、参加できません。申し訳あり

ません。スマイルさせていただきます。

小島真君：二人の孫もスクスク成長し、幸せで楽しい毎日

を過ごしております。感謝！

岡良森君：先日のクラブゴルフ、久しぶりの優勝でした。

一緒に廻って下さった中山さん、田村さん、服部さん、あり

がとうございました。

大庭靖貴君：今年度のゴルフ同好会で年間優勝しまし

た。ビックリです。田村さん、幹事お疲れ様でした。

髙村勝則君：本年度皆様お疲れ様でした。次年度もよろ

しくお願いいたします。スマイルします！

仲原実圭君：ゴルフ同好会3位でした。皆様お疲れ様でし

た。

髙橋大輔君：ゴルフ同好会コンペで3位になりました。ハ

ンデのおかげです。スマイルします。

中山和雄君：米山会長・仲原幹事、そして各委員会の委

員長及び委員の方々、1年間お疲れ様でした。

服部光弥君：ゴルフ同好会大変お疲れ様でした。田村キ

ャプテン、たのしい一年をありがとうございました。優勝の

岡さん！年間優勝の大庭さん、おめでとー。

鈴木俊也君：娘がバンドを始めたらしいです。スマイルし

ます。

原兄多君：来週はさよなら例会です。出席者は参加費

5000円を負担願います。

大村典央君：痔ろうが再発したみたいです。全く笑えない

のでスマイルします。

野村諒子君：皆さんお疲れ様です。今日は三島市議会

一般質問をしました。三島市も課題がたくさんあります。一

つ一つ取り上げ、解決に向け頑張ります。今日は、樹木管

理を取り上げました。

スマイルボックス

６月２１日　　山田定男君

６月２７日　　山口雅弘君

６月２２日　　中村　徹君

会員誕生日

入会記念日



　米山会長の基本方針は「親睦と奉仕」でした。

奉仕活動を中心に会員の身体的健康と社会的健康に心

掛け、会員相互の絆も強固なものになったと思います。

一年間ご苦労様でした。

クラブ奉仕委員会 委員長　小林　勝君

委員会年間報告

　コロナ禍の中で感染防止を徹底し、パーテーションの設

置、体温確認等を会場監督委員及び親睦委員と協力して

一人も感染者を出さず1年間行うことが出来ました。

不慣れな司会でしたが、クラブ会員皆様のご協力で務める

ことが出来ました。

ありがとうございました。

SAA 田村康晃君

公共イメージ向上・ICT委員会

年度の計画として

「せせらぎ三島ロータリークラブの活動をITの活用を図りなが

ら、認知度を高められるよう発信していく。」こと

また、会員に対しては、「クラブセントラルを活用して、国際

ロータリー、そして他のクラブの情報が得られるようにしてい

く。」ことを目標としました。

そして、具体的には、5つの項目を実施する計画を立てました。

１，川柳の募集及び発表された作品周知　

２，MyRotary登録率80％に　

３，ロータリー・クラブセントラル活用率UP　

４，デジタルネットワーク構築推進　　

５，地区HPの活用

１，川柳作品周知

　ロータリアン及びその家族から応募で選ばれた、「奉仕」

「親睦」「利他」などロータリーを表現する川柳が、静岡新聞と

山梨日日新聞で掲載されるということでした。これは、ロータ

リーを知っていただく上で結構面白いかなと思っていました。

しかし年度当初の数か月間、新聞を探しても見当らず、その

ままになってしまい、皆さんに公表することができませんでし

た。申し訳ございません。

２，MyRotaryの登録率80％に

　これまでも行ってきましたが、なかなか登録率が上がりませ

んでした。そのため公共イメージ向上委員会で事前に出来る

ところまで入力し、返信してきたメールから手続きができるよ

う、もう一歩踏み込んだ取り組みをしました。

その結果、当初の48％から78％に上がりました。皆さんご協

力ありがとうございました。

３，ロータリー・クラブセントラル活用率UP

 ロータリー・クラブセントラルの内容を紹介し、その活用を提

案していこうと考えておりましたが、そこまで行かず、内容を卓

話で紹介させていただいたところで終わってしまいました。

４，デジタルネットワーク構築推進　

 奉仕活動、例会の動画を9部編集し、YouTubeで発信しまし

た。

６，地区HPの活用

　国際ロータリー2620地区のホームページに当クラブの奉仕

活動を７回掲載しました。

　　

具体的活動の５項目を通して

例会、奉仕活動をホームページ及びYouTubeなどITの活用

を図りながら、認知度が高められるような制作、そして発信に

努めてきました。しかし、社会への広がりはあまり進まず、発信

には、さらに工夫が必要だと感じました。

また、会員に対して、クラブセントラルを活用して、ロータリー

の情報が得られるような提案していくについては、申し訳あり

ませんがそこまで行きませんでした。ただ、MyRotaryのアカウ

ント登録率が80％近くになりましたので、これから情報の共有

が容易になってくると思います。

　今年度は、「伝統回帰」をスローガンに活動してまいりました。

第一例会については、正装による出席をメンバーに提案しまし

た。

以下のとおり事業を実施しました。

7月2日　例会終了後に新会員歓迎会を開催しました。

8月29日に予定していた夏の家族会は、新型コロナ禍の影響の

ため中止いたしました。

10月16日に合同奉仕週間における奉仕活動を実施しました。

長泉町ニコニコ農園および周辺の清掃活動、医療従事者へ

花束を贈呈する目的で種まきをしました。

その後、未来3035委員会と協力し、収穫・花束作りをし、日赤

裾野病院に花束を贈呈しました。

12月17日、クリスマス家族会を開催しました。

4月17日に春の家族会を開催しました。

6月3日に新入会員歓迎会を開催しました。

6月24日にさよなら例会を計画しています。

親睦活動委員会 委員長　原　兄多君

委員長　遠藤修弘君

 本年度、7名のゲストを例会にお呼びし、そのうちの5名が

入会していただきました。

このコロナ禍での入会をしていただいた5名の皆様には敬

意を表します。その気持ちを大切に思い「入会式」を執り行

いさせていただきましたが、ご協力いただいた皆様には感

謝申し上げます。振りかえれば・・年当初、各テーブル1名の

会員増強を目指し、不安いっぱでスタートしましたが、米山

会長から「会員増強はひとりでやることではない」という深い

言葉に自分自身理解をしてホッと救われたときを思い出し

ます。次年度は藤川君にタスキを託しますが、引き続き、会

員増強運動は続けていく所存です。藤川君　よろしくお願い

します。　　

会員増強・維持委員会 委員長　服部光弥君



●７月　熱海市伊豆山にて発生した土石流災害における義

援金を募りクラブ資金と合わせた金１０万円を熱海南ロータ

リークラブへ届けました。　　

（参加者：小林勝君・仲原実圭君・鈴木俊也君　）

●８月　若松町自治会館にて「おたまちゃん食堂の子供た

ちへのプレゼント企画」　

事前に食糧品等を集め袋詰めにして５１名の子供たちへお

渡ししました。

（当クラブ内参加者　９名）

●１１月 ・三島西クラブ主体ロータリー奉仕デー（楽寿園の

清掃）に参加しました。

（当クラブ内参加者11名）

・奉仕用のお米を袋井市ＪＡまで受け取りに行っていただき

ました。

（参加者：鈴木俊也君・高村勝則君）

●１２月　当クラブ主体のロータリー奉仕デー（食育＆夢育）

の実施。おたまちゃん食堂（子ども食堂）主催のイベントを

協力し生活難の子供たちへ 食糧品・日用品をお渡ししまし

た。　事前に４市町の後援と近隣４クラブへ協力を呼びかけ

「ロータリー会員一人につき一個」の品物を提供していただ

きました。

詳細は週報特別号に掲載されています。　　　

（当クラブ参加者　２３名）

●３月　コミュニティスペース・ジモット主催（野村諒子代表

）の上岩崎公園桜まつりに参加しＰＲ活動を実施。

けん玉の堤さんやバルーンアートのナナさんにお手伝いい

ただき多くの子供連れ家族と交流し喜んでいただけました。

（当クラブ内参加者１４名）

●６月　「３年後の自分への手紙」事業において通年で本人

に渡らなかった手紙が４８７通あり、規定に基づき焼却処分

いたしました。これによりこの事業は全て終了となりました。　

お中元時期やお歳暮時期、また平時においても時折、会

員の方から子ども食堂へのご寄付をお預かりして、おたまち

ゃん食堂へ届けております。日頃よりご理解、ご協力を賜り

有難うございます。また社会奉仕委員長を２年間務めさせ

ていただきまして有難うございました。

　　　　　　　　　　　　　　　

社会奉仕委員会 委員長　藤川智徳君

•

　次年度も継続して担当させていただく事となりました。

今年度はコロナ渦にて現地訪問もかないませんでした。滑り

込みにて何とか井戸建設は出来ましたが、我々の人生を豊

かにするといった観点からは不十分な結果でした。

次年度は是非現地にしっかり赴き、今年度の忘れ物を取っ

てきたいと考えています。

国際奉仕委員会 小島　真君

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

社会福祉法人えがお様に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お断りさ

れた。後日、すぎな班班長　三田様より、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

部千円で当クラブ全会員に購入してもらい、不足金は本年

度職業奉仕委員会費より補填し合計5万円を、ゲストでご招

待した例会にて贈ることができた。

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。

職業奉仕委員会 　　　　　委員長　山口雅弘君

•

RLI委員会 委員長　原　兄多君

RLIとは何か？を題材に卓話を実施しました。

また、2名が新規にRLIを受講しました。

　この年度もコロナに惑わされた年度となってしまいました。

そんな中でも、米山会長・仲原幹事をはじめとする執行部

のメンバーはいろんなことに挑戦をし成し遂げてくれました。

クラブとして物事を進めるに際し、障害となるような規定も見

られなかったため細目を検討することもありませんでした。

ただ今後、細かい部分での見直しも必要になるかもしれま

せん。次年度以降も皆さんとともに注視していこうと思いま

す。

クラブ細則検討委員会 委員長　山口辰哉君

　事務所移転の際、文献の取捨選択した以外これといった

活動は行いませんでした。申し訳ありません。

情報・文献委員会 委員長　石井和郎君




