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　会員の皆様、こんにちは。
　やっと春らしく桜も咲き乱れる良い季節になりました。
本日は多数のゲスト・ビジターの方々がお見えになり、
心より歓迎いたします。
　さて、報告ですが、その１、3/23～25で苗栗ロータリー
クラブ41周年記念例会に出席してまいり、おおいに旧交
を温めてきました。皆様によろしくとの事でした。
　その２、残念なお知らせです。鈴木正能さんより一身
上の事由での退会届が出ており、理事会でも協議した結
果承認されました。長い間のクラブでの活動ご苦労様で
した。又、小林さん、岸田さんも転勤となり退会。後任の方々
が近く入会の予定です。
　その３、新しいメンバーが入ります。大歓迎です。メン
バーが増えるのは大変うれしい事です。前田博利さん、
川名正洋さん、よろしく。
　又、４月は当クラブの創立40周年です。会員の持てる
力で是非大会を盛り上げましょう。よろしくお願いしま
す。

幹事報告 幹事　森崎祐治君

①会員の入退会について
　鈴木正能会員より３月末退会の届けが出され理事で
　慰留をはかりましたが諸々の事情により理事役員会
　で退会やむなしとの判断をいたしました。また新た
　に３名（登崎久夫様、小野正博様、川名正洋様）の
　入会調書が提出され理事役員会で審議の結果入会の
　承認がなされました。今後皆様に諾否のご案内をさ
　せていただき手続きを進めてまいります。
②３月24日の苗栗ＲＣの41周年式典に予定した19名で
　無事行ってまいりました。
③三島市教育委員会より中学生の職場体験への受け入
　れご協力の案内がきましたので皆様に案内文を配布
　いたしました。中学校から依頼がありましたらご協
　力をお願いします。
⑤４月の予定
　５日　通常例会
　12日　40周年記念行事の打ち合わせ例会
　19日　夜間例会　苗栗ＲＣとの姉妹クラブ再締結式
　　　　を行います
　20日　40周年記念式典
　＊26日は例会はありませんのでご注意ください。

〈承認事項〉
①2010～2011年度、事業計画、プログラム、予算、委員会
　構成�  
②８月５日の親睦家族例会の会費　会員は無償�  
　会員以外の大人　￥5000－　子供　￥2500－�  
③名誉会員の承認　　
　白井　富美雄さん　仲田　伊左夫さん�  
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“こんにちは、ようこそ”
風間ほえみさん
（静岡新聞三島支局長・田熊君のｹﾞｽﾄ）
小野正博さん
（諏訪部（敏）・亥角・遠藤（正）君のｹﾞｽﾄ）
前田博利さん（勝間田・平出君のｹﾞｽﾄ）
稲葉良弥君（三島ＲＣ）
青田守弘君（三島ＲＣ）
小野　徹君（三島ＲＣ）
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国 歌 斉 唱 四つのテスト

ﾛ ｰ ﾀ ﾘ ｰ ｿ ﾝ ｸ ﾞ ｢奉仕の理想」
指揮　石井良衛君

国歌斉唱 四つのテスト



例会　その先の親睦

（週報担当：佐々木雅浩）

渡辺（芳）君、石井（良）君、
渡辺（雅）君
石井（良）君、遠藤（武）君
渡辺（芳）君
橋本君
平野君、遠藤（武）君

おめでとう

会員誕生日

入会記念日
奥様誕生日
ご主人誕生日
結婚記念日

入会おめでとう

建築のコンセプト
ＨＡＣＣＰ認定工場として食の安心安全を追求し設計、
計画、建築致しました。また同時に地球にやさしい環境
対策も盛り込みこれからの食品工場のモデル的存在を
目指しました。工場の生産ラインを事務所１階に集約、
更衣室・従業員休憩室・品質管理室等を２階に配置し作
業動線を簡素化し、物が交差しない工夫を致しました。
工場内部は一部屋一部屋全て間仕切りしました壁は勿論、
天井まで断熱パネルを用いる事で放熱、熱伝導と作業者
の外部への漏れを抑えています。効率よい空調が出来る
ため空調機の負荷軽減となり小馬力化、運転時間減少の
効果がある。騒音防止、環境負荷軽減に大きく寄与できる。
エリアごとに断熱パネルで仕切られているため室温の
温度帯が違っても影響がない特に調理室、盛付室周辺は
自動ドアセンサー方式とし衛生面の向上と空調負荷軽
減に役立っている。
特記すべきは高度清潔区域の盛付室では給気口に0.5ミ
クロンのヘパフィルターを設けてありまして、その空気
は外気フィルターを通して室内に流入する陽圧式であ
る点です。流入された空気は20回転/１Hの割で使用済み
空気は排気口から流出される仕組みとなっている点です。
又、省エネ節水効果を考えたボイラを設置した事も最後
に記します。蒸気はドレン回収装置を設け使用済みにな
った蒸気を回収し再度リサイクルして蒸気として送り
出しております。

社会奉仕委員会

ポール・ハリス・フェロー表彰

瀬川幸信君

室伏勝宏君

米山功労者表彰

◆遠藤（眞）・西本・矢野・平野・遠藤（武）・澤村・関本（文）・
瀬川・佐野・矢岸・森崎・遠藤（正）・関本（照）君、苗栗RC
創立41周年に参加して来ました。第26回交換中学生と
も楽しいひとときを過ごす事が出来ました。
◆小林君、この４月より掛川支店に転勤することになり
ました。1年9ヶ月という短い間でしたが、この三島西
クラブでの皆様との思い出が一番の思い出となりま
した。皆様のご健康とクラブの益々のご発展を祈念し
ております。本当にありがとうございました。
◆遠藤（武）君、先日は台湾式典にはいつもながら大変お
世話になりました。人生色々ありますが全員無事に帰
宅でき良かったです。想い出に残る旅でした。ありが
とうございました。

◆田熊君、本日卓話をさせていただきます。瀬川さん、栗
田さん、ありがとうございました。
◆千葉君、新年度です。それだけ。
◆Ｇテーブル、3月31日にＧテーブル会を行い、楽しい時
間をすごしました。
◆小野君、早退させていただきます。
◆窪田君、ナイス耐震博で一枚板をたくさん販売してき
ました。よかったです。又、4/2から2人木工部に新入社
員が入りました。

年次総会
2012～2013年度
三島西ロータリークラブ理事候補者承認
会長理事　　　　渡辺　雅晃　（前年度に決定済み）
副会長理事　　　野田　和秀
幹事理事　　　　黒田　　一
会計理事　　　　野口　　博
直前会長理事　　矢岸　克行
理　事　　　　　千葉　慎二
理　事　　　　　前田　房江
理　事　　　　　鈴木　正二
理　事　　　　　柴崎　恵子
理　事　　　　　亥角　裕巳
理　事　　　　　古川　喜仁

ＲＯＴＡＲＹ　ＮＥＷＳ
グローバル補助金で母子のHIV予防と治療を支援

理事会

卓　話

ＨＡＣＣＰについて

ＰＥＴＳ甲府に参加して
　　　　　　　　　　　　　　　次年度会長　渡邉雅晃�
 　　　　　　　　　　　　　　　　　 幹事　黒田　一� 
18代目高野孫左ヱ門という人物� 
　想像していた方とは全く違い、物腰の柔らかい優しそう
な人物で、壇上での話しぶりは噛み砕いて解りやすく淡々
と、しかも50代の彼が大先輩ＰＧの前で堂々としていたの
は圧巻でした。� 
　懇親会では各テーブルを自ら挨拶に周られ、腰の低さも
アピール、450年脈々と続く名家の気高さは、地区3000余人
の長として相応しい好人物でした。� 
  
 　　　　　　　　　

ロータリーの行動規範
～ロータリアンとして、私は以下のように行動する。～
１．すべての行動と活動において、高潔性という中核的価
　　値観の模範を示すこと。
２．職業の経験と才能をロータリーでの奉仕に生かすこと。
３．高い倫理基準を奨励し、助長しながら、個人的活動およ
　 び事業と専門職における活動のすべてを倫理的に行うこと。
４．他社との取引のすべてにおいて公正に努め、同じ人間
　 としての尊重の念をもって接すること。
５．社会に役立つすべての仕事に対する認識と敬意の念を
　 推進すること。
６．若い人々に機会を開き、他者の特別なニーズに応え、地
　 域社会の生活の質を高めるために、自らの職業的才能
　 を捧げること。
７．ロータリーおよびロータリアンから託される信頼を大
　 切にし、ロータリーやロータリアンの評判を落とした
　 り、不利になるようなことはしないこと。
８．事業または専門職上の関係において、普通には得られ
　 ない便宜ないし特典を、同輩ロータリアンに求めないこと。

米国カリフォルニア州（第5170地区）のロータリアン2
名と医療専門家6名から成る職業研修チームが、ロータ
リー財団グローバル補助金を活用してリベリアの首都
モンロビアを1週間訪問し、HIV母子感染の予防に関す
るワークショップの指導を行いました。このワークシ
ョップでは、HIVの診断と治療に関する情報や参考文献
が提供され、参加した50人の医師や看護師たちは、ワー
クショップで学んだ知識を技術を生かして、HIVに感染
している妊婦の教育、母親と新生児の治療や薬の投与、
HIV感染予防に関する啓蒙活動などを行っています。     

地元、シンコール・ロータリー・クラブの会員たちが、こ
のワークショップの主催に加え、HIVに感染した恵まれ
ない女性や子供たちのための栄養補強剤の配給や、こ
れら母子たちの病院への送迎を行っています。    

世界各地で活用されているグローバル補助金 
HIV予防のワークショップは、未来の夢試験地区である
第5170地区が実施した複数のグローバル補助金活動の
一つです。このほかにも、グアテマラとフィリピンの病
院への医療機器の寄贈、ベリーズの小学校へのトイレ
の設置、ウガンダでの「Adopt-a-village（村全体支援）」
プロジェクトなどを実施しました。グローバル補助金
によって、地区の目標でもあるロータリー重点分野の
支援を効果的に果たすことができる、と同地区のロー
タリアンは口をそろえます。   

グローバル補助金プロジェクトへの参加の恩恵は、そ
れだけではありません。「地区内のクラブが新しい補助
金に関する研修を受け、その内容を理解していくにつれ、
小さなクラブがほかのクラブと協力して、もっと大き
く持続可能なプロジェクトに挑戦するようになりまし
た。未来の夢計画の下では、『大きく考えよう（Think big）』
とロータリアンに呼びかけています」 

〈協議事項〉
①３月22日例会について（幹事報告参照）� 
②三島青年会議所からの講演会への後援依頼について� 
  （幹事報告参照） 
③各種寄付依頼について� 
  比国バギオ育英会からの寄付依頼について� 
 　（幹事報告参照）
　山梨ダルクからの寄付依頼について� 
　今回は見送ることとした。� 
④３月24日苗栗ＲＣ41周年記念式典について�   
  参加者は会員、家族等合わせて19名の予定。�   
⑤その他�   
　会長、幹事の様々な費用負担については次年度配慮し
　た予算を考えることとした。�   
　苗栗ＲＣとの交流の事業負担の軽減について検討す
　べきとの意見が出され本年度内に検討の場を設ける
　こととした。�   
３月の日程�
①１日（木）�通常例会　卓話　伊丹秀之君�  
②８日（木）�夜間親睦例会�  
③15日（木）�通常例会　卓話　千葉愼二君�  
④18日（日）　ＰＥＴＳ（甲府）�   
⑤22日（木）�例会時間場所変更
　　　　　（箱根　興福寺墓参　例会：芦ノ湖ＣＣ）�  
⑥29日（木）�特別休会
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※紙面の都合で理事会・卓話は次号に掲載します。


	１９２6表.pdf
	１９２６裏.pdf

