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会員誕生日

皆様にお目にかかるのは１ヶ月半ぶりですが、今年の夏はど
のようにお過ごしになったでしょうか。
先日、夏の蒸し暑さがブッ飛ぶようなニュースが入ってきま
した。
岩手県に安比高原という観光地があります。海抜573ｍの、こ
の高原にイギリスで450年の伝統あるハロースクールという全
寮制の小中一貫学校が9月から開校するそうです。
卒業生にはイギリスの元首相チャーチルやインドの元首相
ネールなど、名だたる卒業生のいる歴史ある学校です。
この学校の校長曰く「リーダーに求められる全ての要素をアウ
トソーシングで完成させる」と言っているそうです。
一番びっくりしたのが、このハロースクールの１年間の授業料
が、サラリーマンの平均年収を軽く超える890万円だそうで
す。
このような学校をボーディングスクールと言うそうですが、世
界の名だたるボーディングスクールが来年に掛けていくつか
日本で開校するそうです。
日本の教育も新しいフェイズに入ったような気がします。
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皆様、お久しぶりでございます。住まいるの田村です。休会の
間、コロナに感染した方、もしくは熱があっても根性で認めない方
もいるかとは思いますが感染防止の観点から短めにお話ししたい
と思います。2022～2023小林会長年度の第一回目の卓話者とし
て光栄でございます。ロータリーは多様性を認めるということです
のでロータリーに入って僕の個人的勝手な想像と思い込み的な
皆様の人物像を説明したいと思います。不快になられる方もい
らっしゃると思いますがご容赦ください。みんなのためになるかどう
かわからない題して【田村プレゼンツ人間観察モニタリング】
まず小林会長、ロータリークラブ入る前から三島の歓楽街で良く
お見かけし、共通の知人がいまして何度かご一緒したことがあり
ました。そのたびに清水町の奴はどうしようもないと言われていま
した。そんな小林会長から例会に誘われ2回来ただけなのに恫
喝され入会させられました。今でも後悔しております。そんな小林
会長の特徴は、おしゃれで特に夜例会の時は気合が違います‼
親睦活動が好きでその一例をあげるとゴルフでかけ事するのは
よくないと。だったら同スコア程度で争うプライドをかけて戦うその
優勝者はメンバーのことを呼び捨て等後輩扱いができる企画を
発案しました。でもなかなか1位になれない小林君でした。あまり
しつこくやりすぎると、怒り出すので要注意してください。
続きまして、杉山幹事、ロータリーで最初はおとなしい印象でした
がクリスマス家族会等やはり親睦活動がすごくいろいろなアイデ
アを出す印象です。だいたい爆竹を鳴らすような昔のお笑い芸
人か？たまに飲んでいるとおしぼりを投げつけてくるので皆様話
し方に注意してください！今回は魚を爆破するかもしれません！
副会長岡さん、入会当初幹事をしていてロータリーや国際交流
等のボランテイアを積極的に活動していた印象です。特徴は声
が大きく、話の間に合の手を入れる？お酒を飲みだすとダンシ
ングベイビーのように歌って踊りだす！明るいキャラ今思うと幹事
として若手を楽しませようとしていたのかなと思います。岡さんが
静かな時は両足がつって苦しんでいた2日間のみなので、静か
にさせたいときはケガしてもらうしかないのかも？
直前会長米山さん、ロータリーに入る前はお顔は存じてました
が、三島で夜に見るお顔はアルトローにしか見えませんでした！
あまり話しかける勇気が出ませんでしたがロータリーに入ってから
見る米山さんは奉仕活動を積極的に行い会長になった時には
いろいろな事業を行い僕の印象はがらりと変わりました！特徴と
してゴルフ打ち上げが大好き、奉仕活動がすごすぎ、打ち合わ
せが多いとにかくいろいろ詰め込みサービス精神の塊？行動力
がありすぎるので後輩たちはビビッております!
矢岸会計、ロータリーのことを詳しく知っていてゴルフが上手な
ジェントルマンな印象です。
理事伊丹さん、僕の知っている県会議員と違い今のところ真面
目な部分しか見えてこない。ゴルフ中ありがとうございますと帽子
を取り必ず一礼するさわやか青年、ロータリーに入る前の僕とそっ
くりです！いつか一緒にお酒を飲んで本当の伊丹君をしりたいです！
理事小島さん、ロータリー中の優しい声とは別で一人で行動して
いる時は、話かけにくかったですがゴルフと打ち上げに行き、お
話してみると明るく楽しい印象でした。特徴は洋服、小物、車、ド
クロが大好きで新しいものも好きかも？ぜひゴルフ同好会に

入会よろしくお願いいたします。あと夜のキラーワードは勘違い
する女性もいますので注意してください！
原さん、私が会場監督の時最初の2年間は1時間前集合にて3
人で会場設営等していましたが原君が親睦委員長の時週ごと
係を決めて設営等のお手伝いをしていただきとても助かりまし
た。計画性があり書面にてタイムスケジュールを作りとても几帳
面な性格かな。ちょっと真面目すぎかも？今度、お酒を飲んで
本当の原君をさがしてみたいです！
服部さん、入会した時の会場監督で仕切り、お話、準備等素
晴らしく驚きました！クリスマス家族会の時に会場監督男3名で
手をつなぎ、手に手つないでを歌う姿を見てヤバイ会に入って
しまったと衝撃を受けたことを今でも覚えています。時折暴走す
る一面と目の奥が怖い時があり、ラインを取り消す癖がありま
す。チョット寂しがりやカモしれません。朝からゴルフを誘うことが
あるので新入会員の皆様はお気を付けください。
遠藤さん、お酒を飲む機会は少ないですがユーチューブ、マイ
ロータリーの登録等広報担当いつもありがとうございます。チョッ
トお笑いの飯尾に似ているので、今度必殺めがね残しをやって
もらいたいです。
仲原さん、若手の面倒見がよくゴルフがうまい。頼まれたことに
すぐに行動し対応するのが素晴らしいです。ただしやりすぎなの
で後輩たちはまねできないので、ほどほどにしてくださいね！
土屋巧さん、ゴルフ同好会にていつもご夫婦にて参加していた
だきありがとうございます。特徴はゴルフ好き、例会終了後少し
一緒に飲んでくれますが途中でどこかに行く。たまには最後まで
お付き合いください！
石井和郎さん、物静かなイメージ、病気が治った後にニコニコ
農園種まき等にもご参加いただきありがとうございます。ビール
をずっと飲んでいる印象で昔のロータリーの話を語りだす。
篠木さん、1年目に東レの研修センターにて20分ぐらい雑談し
ていた時、最後に僕を見て「岡君」と呼ばれたときは痺れまし
た！ちょっと天然かも？
石井司人さん、僕が入会時の会長でお話上手で長い印象、服
部さんがSAの時にベルを鳴らして止められるほどでした。山田
定男さん、カンボジアに行ったとき、アイスをごちそうしてくれま
したが、現地の小銭で払ってましたが足りていませんでした。釣
り好きとも聞いているので、夏の家族会での大活躍期待しています。
中山和雄さん、例会の時早めに来る印象。お酒を飲むとマイク
を渡しておけば大丈夫かも？膝が悪いのに僕よりゴルフがうま
いので、カートに載せない攻撃をしてでも勝ちたいです。
山口辰哉さん、最初の印象は必ず一言例会中に何か言う人で
僕がSAで指揮をするときも歌が始まったら両手とか！その他い
ろいろ、野村監督かと思いました。
加藤さん、いつもゴルフ同好会に景品提供まことにありがとうご
ざいます。カンボジアにてカラオケご一緒させていただいたと
き現地の女性スタッフは日本語英語も通じなく、お酒を飲む中
形態の翻訳機でお酒を飲みすぎると体に悪いよときずかう優し
い方です。
大庭さん、後輩ですがロータリーでは先輩だとマウント取ってき
ますが、新婚なので許してあげます。食事をすると口の周りにご
飯粒をよくつけながら笑っていることが多々あります。9月には子
供が生まれるので奥様はたいへんだな～と心配しております。
大人になってね！
藤川さん、入った時の副SAで本当に真面目でほぼお酒も飲ま
ず,指揮の練習もユーチューブを見て何度も練習し、卓話も会
社のスタッフに聞いてもらい時間、話の内容チェックをするほど
の、ロータリー信者でした。本当の藤川さんが見たく、カンボジ
アにて一緒にお酒を飲みだすと、笑い上戸で乗りもよくやはり日
本の藤川さんは偽物だと実感いたしました。

大村さん、未来3035、前年委員長として、多数の活動大変お
疲れさまでした。楽しく一緒にお酒を飲み、大変お酒に強い印
象。食べきれないくらい食べ物を頼み全部食べてちゃう。よく怪
我をするのでお体にお気を付けください。僕よりゴルフのスコア
が悪い貴重な後輩だからです！
鈴木さん、ほぼ同時期入会の後輩ですが、最初の印象はくそ
生意気でした、ロータリー活動を通じて僕を見習い協調性が芽
生えたのかな～！（笑）
山口雅弘さん、大病をしたのに、ロータリー活動にご参加いた
だきありがとうございます。コロナが減りましたらいろいろお話し
たいです。
高村さん、相撲で鍛えた根性と体力でいろいろお手伝いありが
とうございます。ただ体が強いせいかお酒を飲むと長くなり普通
に会話してても翌日には記憶がないこと多々あり僕も50歳なの
で12時前には帰らせてください！嫁が待っているので！（笑）
高橋さん、ロータリー活動、ゴルフ同好会ご協力ありがとうござ
います。最近ゴルフのレッスンスクールに行きだしたらしいとの
情報アリ、くれぐれも謙虚なスコアにて僕に嫌われないようにお
願いいたします。
土屋和彦さん、もう知り合ってから25年以上ですがせせらぎ三
島ロータリー入るとはびっくりでした。昼例会は仕事上出にくそう
ですが無理せず楽しみましょう。
野村さん、ロータリー活動ご協力ありがとうございます。あまりお
話出来てませんがこれからよろしくお願いします。上岩崎公園
のイベント良かったです。
中村先生、優しいお話口調の印象で、ご病気されてからも例
会参加ありがとうございます。今度いろいろお話聞かせてほし
いです。
山本さん、あまり話したことがありませんが、岡諜報員の情報だ
と鉄道が好きとのこと、今度魅力をお聞かせください。
片野さん、例会に参加してくださるとき静かな印象、ゴルフ同好
会にはずっと入会してくれていて、必ず返事のFAXに一言添え
てくれる素晴らしい方です。
こんな素晴らしい仲間のいるせせらぎ三島ロータリーに入会し
てくれた大川さん、吉村さん良かったですね！
大川さんはゴルフが上手だからと先輩に打ち込むらしいですね？
吉村さんは、飲むのが大好きとの情報があります。遅くならない
程度にお付き合いいたします。
今年度、会長、幹事は親睦活動に力を入れるといわれてまし
た。親睦活動や奉仕活動を通じて皆様のことをもっと知り、好
意と友情を深めたいと思っております！

臨時理事役員会報告
日時 令和4年9月2日 １９：３５～
場所 呉竹
出席者
小林勝、米山晴敏、矢岸貞夫、岡良森、
杉山順一、石井和郎、鈴木俊也、小島真、
伊丹雅治、土屋巧、田村康晃、加藤正幸、
篠木喜世
司 会
杉山順一
議題
IMについての臨時理事会が開催された。
①司会杉山君から、IMについての説明があり、次年度
はせせらぎ三島がガバナー補佐クラブとしてIMを主催
するため、その準備として臨時理事会を開催した旨が
報告された。
②司会杉山君から、これまでの流れが報告された。
・2021年11月28日から2022年6月18日までに、6回のZOOM
または会ってミーティングを行った。
・せせらぎ三島からは、中原君、服部君、原君の3名が
出席。
・2022年9月17日に7回目のミーティングがあり、その
実行委員会発足の報告をする。
③米山ガバナー補佐からIMについての説明が改めてあ
り、実行委員会設置を理事会として承認して欲しいと
の要望が出た。米山ガバナー補佐と小林会長が事前に
相談した結果、以下が実行委員として承認された。
実行委員長 ： 加藤正幸君、
副委員長 ： 矢岸貞夫君、小林勝君
また、各担当責任者と担当者は、今回決定した実行委
員会に一任することが承認された。
④加藤実行委員長からの挨拶
加藤君から、みんなで協力してIMを成功させましょう
と挨拶があった。

スマイルボックス
仲原実圭君：皆様、お久しぶりです。久しぶりの例会、うれ
しいですね。スマイルします。
藤川智徳君：お久しぶりです。みなさんの元気なお顔がみ
れて嬉しいです。
服部光弥君：日大三島応援ありがとー！
山口辰哉君：来週、大谷を見に行こうかとANAマイル席の
空席情報を確認したら三角印。よし、行くしかないと思った
らパスポートが期限切れでした。
石井和郎君：みなさん元気ですか。
岡良森君：お久しぶりですね。早速ですが皆さん想像して
みてください。国土の１/3が水没しているところを！パキス
タンでは3300万人の国民に影響が出ているそうです。
野村諒子君：やっと涼しくなってきました。9月6日より三島
市議会9月定例会が始まります。コロナ禍でまだまだコロナ
関係事業も続きます。早く通常の元気まち、三島にしたい
ですね。頑張ります。

